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リムサ・ロミンサ編

海の都リムサ・ロミンサへ 〜 海都で待つ仕事



……て……
……いて……感……て……
聞いて……感じて……考えて……

： ……さん。……なぁ、お前さん。
： うなされていたようだが、大丈夫か？ ……ひどい汗だ。ひょっとして船に酔ったのかい？

ふむ……吐き気は無さそうだ。もしかしたら、エーテル酔いかもしれないな。そろそろ陸地が近い。
この船の目的地、バイルブランド島みたいにエーテライト網が整備されてる場所に近づくと、ごくたまに居るんだよ。
お前さんのようにエーテル酔いするやつが。……なぁに、すぐに慣れるさ。
今日はやけに揺れるな……。
そうだ、お前さん。こんな空気の淀んだ船倉にいても仕方ねぇ。甲板に出て、外の空気でも吸いにいこうぜ。
ついでに、少し話でもしないかい？ リムサ・ロミンサまで、まだ時間がありそうだしな。
それに、向こうの若いのは、愛想がないもんでね。

： へへ、俺はブレモンデ。この辺りを流している旅商さ。よろしくな。
ふぅ……やっぱり海の風はいいねぇ！ 空気がンまい！
それはそうと、お前さん。⾒慣れない⺠族⾐装を着ているな……。⾒たところ、流れ者の「新⼈冒険者」ってところかい？
やっぱりそうかい！ 冒険者になって名を馳せたいってのは、誰もが⼀度は憧れるものな！
ずいぶん復興が進んだとはいえ、まだまだ戦禍は残ったままだ。それに、近頃は魔物が凶暴になっていると聞く。
何だって、冒険者なんて危ない生業に？

⼒を求めて
： なるほど、「⼒」ねぇ……。確かに、戦いは冒険者の本分だからな。⾃分の⼒を試すには、もってこいかもしれん。

街に着いたら、まず「冒険者ギルド」に登録をして、腕や名声を上げることだな。
その上で、ファイターやソーサラーたちのギルドを訪ねて入門するといい。
リムサ・ロミンサでは、「斧術」や「巴術」が盛んと聞くからな。

名誉を求めて
： なるほど、「名誉」ねぇ……。確かに、冒険者として様々な依頼をこなしていけば、⾦では買えない名誉を得ることができそうだ。

街に着いたら「冒険者ギルド」を訪ねてみるといい。
冒険者に必要なことを、アドバイスしてくれるだろうさ。名誉を求めるお前さんの、役に⽴つかもしれないな。

富を求めて
： なるほど、「富」ねぇ……。確かに、誰もが⼀度は、⼀攫千⾦の夢を追うものだからな。

戦いのうちに、職⼈の技を身につけるってのもありだな。
それなりに冒険者としての⼒がついたら、職⼈たちのギルドを訪ねてみな。
リムサ・ロミンサは、「鍛冶」や「甲冑」、それに「調理」や「漁師」も有名だ。
野蛮に武器を振るうだけが、冒険者じゃねえってことさ。いっぱしの職⼈になるまでがんばりゃ、
富を求めるお前さんの、役に⽴つかもしれないな。

答えない
： なるほど、秘密ってわけかい……。確かに、⾏きずりの商⼈に語るような

軽い決意じゃないのは、目を⾒ればわかるさ。
だが、お前さんのその目。何か胸に秘めたものがありそうだ……。
まぁ、いいさ。誰にでも、秘密にしたいことのひとつやふたつ、あるってもんさ。

： 功を焦って、無謀な戦いだけはするなよ。英雄になったとしても、死んじまったら、墓石しか手に入らんのだから……。
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： ひいぃぃ！！

： 右舷前方に船影！ メインマストに蛇眼の旗……海賊船だ！

： おいおい、海賊だと？ なんてこったい……。

： アンタたち、乗客だな？ 大⼈しく船倉に戻ってくれ！

： まったくツイてないぜ……。リムサ・ロミンサ船籍の船は、襲われないんじゃないのかよ。

： 乗客の皆さん、安心してください。海賊船とすれ違う形になりましたが、もう大丈夫！ 風も味方してくれ、無事振りきりました。

： とんだ災難だったな。しかし、さすが冒険者だ！ 海賊騒ぎにも動揺しないなんて！
海賊が去ったとなりゃ、もうすぐ到着だな。俺たちも、甲板に出てみるとするか。
そういや、お前さん。リムサ・ロミンサは初めてかい？

初めて
： おや、初めてかい！ それなら、旅慣れたこの俺が、ひとつ解説してやろうじゃないか。
来たことがある
： さすがは、冒険者だ。それなら知っているんだろう？

： リムサ・ロミンサは、エオルゼア随⼀の航海術を誇る海洋都市国家だ。
ひと昔前までは「海賊の街」って印象があったが、今では海賊出身の⾸⻑「提督」が仕切って、まともな国になりつつある。
とはいえ、独⽴独歩の気風が強い海賊どもだ。反発の声も多く上がっている。……さっきの海賊もそのクチだろうさ。
それに、この海に棲む蛮族、サハギン族の侵入も増えてきているらしい。
おっと、そろそろ到着のようだぞ。ようやく陸地だな。
⾒ろ、あれが海に生きる者たちの港……。海神リムレーンに愛された、荒くれどもの街。海の都、リムサ・ロミンサだ！
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エオルゼアの南⻄ バイルブランド島

ロータノ海に面する「リムサ・ロミンサ」は
島南部のラノシア地方を領する 海洋都市国家である

湾内にある島々 と 岩礁の上に渡された橋廊が作る街並みは
⼥神の名を取り「リムレーンのベール」と称されるほど美しい

海の都と謳われるこの都市に
今ひとりの冒険者が訪れようとしている

今はまだ 己の運命を知らぬ者……

： さて、と。お前さん、ここでお別れだ。
旅商は街から街へってな。商店街に荷を下ろしたら、また次の街だ。
これを受け取ってくれ。世話になった礼と、餞別だ。
そういや、お前さんの名前を聞いてなかったな。……まぁ、いいさ。
お前さんと出会ったことが俺の⾃慢になるように⽴派な冒険者になっておくれよ！

神々に愛されし地 エオルゼアの歴史に名を残す者……
この冒険者の⻑き旅は 海の都リムサ・ロミンサから始まる

： おーい！ ちょっと、そこの君！
そう、君だ。この辺りでは⾒ない顔だな……。
なるほど、着いたばかりの冒険者だな？ ならば……。

： リムサ・ロミンサを守るイエロージャケットの陸⼠、このリスフローが案内してやろうじゃないか。さぁ、こっちへ来るといい。
ふぅむ……駆け出しの冒険者か。うむ、なかなかいい面構えをしているな！
まず君がすべきことは、冒険者ギルドのある「溺れた海豚亭」でリムサ・ロミンサの冒険者としての登録をすることだ。
「溺れた海豚亭」へ⾏くには、この道の先にあるクロウズリフトを使うといい。リフト前の「グレッヘファル」に声をかけるんだぞ。
「溺れた海豚亭」に着いたら、マスターの「バデロン」に話をしてみたまえ。きっと、親切に世話をしてくれるはずだ。
それでは、⾏ってきたまえ。君にクリスタルの加護があらんことを！

： ようこそ、海都リムサ・ロミンサへ。「溺れた海豚亭」に⾏くなら、このクロウズリフトを使うといい。
リムサ・ロミンサで活動するのなら、「溺れた海豚亭」で冒険者として登録する必要がある。くれぐれも忘れないようにな。
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： よう、いらっしゃい。
おまえさんは……。冒険者として、登録に来たんだな。リムサ・ロミンサを訪れてくれて嬉しいぜ。
俺はバデロン。この「溺れた海豚亭」のオーナーだ。
ここには「冒険者ギルド」の窓⼝があってな。リムサ・ロミンサを訪れる冒険者の面倒を⾒ることが多いのさ。
まあ、ちょっとした顔役とでも思ってくれよ。
リムサ・ロミンサってのは、蛮族である「サハギン族」や「コボルド族」との争いが絶えなくてな。
それだってのに、海賊問題で内部も揺れているんだ。
おまけに最近じゃ、北方の大国「ガレマール帝国」も何やら動いてるようでな。
平和そうに⾒えるこの街だが、皆、何らかの不安の種を持ったまま、日々を過ごしている。……霊災の後遺症も、そのひとつ。
5年前の「第七霊災」で、エオルゼアは甚大な被害を受けた。月の衛星「ダラガブ」から現れた⿊い⿓が、
壊滅的な被害をもたらしたんだ。
バイルブランド島でもかなりの被害が出たが、なぜか皆、そのあたりの記憶が曖昧でな。未だに原因も、よく解っていないんだ。
あの時、いったい何が起こったのか。証⾔も⼀致しないし、記憶も不確か……。……これが皆が感じる「第七霊災の後遺症」だ。
そんな曖昧な記憶の中で、1つだけ確かなことがある……。エオルゼアの危機を救うために戦ってくれた「英雄たち」がいたことだ。
彼らが成し遂げたことを俺たちは忘れていない。だが「後遺症」の影響か、その名を呼ぼうとすると、
日に焼けた書物の如く、読み上げられず……
その顔を思いだそうとしても、強烈な日差しの中にある影のように⾒えない……。
⼈々は、この光の中に佇む英雄を、敬意をもって「光の戦⼠たち」と呼んでいる。
俺たちは、おまえさんたち冒険者の⼒を必要としている。リムサ・ロミンサに暮らす皆の不安を取り除くため、
「光の戦⼠たち」のようになってくれることを期待してな。
ぜひ、おまえさんの⼒を貸してほしい。その代わりと⾔ってはなんだが、俺たちは、冒険者への協⼒は惜しまないぜ。
ありがとうな！ おまえさんなら、そう⾔ってくれると思ってたよ。
……おっと、ずいぶん前置きが⻑くなったな。それじゃ、冒険者の登録を済ませるか。
ここに、おまえさんの名前をサインしてくれ。
◇◇◇ ◆◆◆……。ほう、良い名前じゃねえか。
よし、おまえさんは今から冒険者ギルドの⼀員だ。あらためて、よろしく頼むぜ。

： おい、貴様。さっき入港した定期船に乗っていたな？
途中、海賊船と遭遇したらしいが、まさか、お前が手引きしてたんじゃないだろうな？

： ちょっと待った、旦那方。そいつは、ないってもんだぜ。
こいつは、俺の死んだ親⽗の⺟ちゃんのそのまた親⽗の妹の姪っ⼦の孫の親友なんだ。海賊の手先じゃないさ。

： う、うむ……そうか。しかしな、お前も例の⼈拐いの件は聞いているだろ。
身内とはいえ、よそ者を簡単に信用するんじゃないぞ。
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： へいへい、わかってますって。それより旨いエールが入ってるんだ。⼀杯やってきな。

： ……また、薄めたエールじゃないだろうな？

： 勘弁してくれよ、旦那。ウチは安酒は出すが、酔えねえ酒は出さない主義なんだ。ほらほら、あっちの席に座ってくんな！
ふう、すまねえな。ここのところ、⼈拐い事件が起きてるらしくてな。奴ら……イエロージャケットの連中は捜査に躍起なのさ。
海に生きる連中ってのは、血の気の多い奴ばかりだ。気を悪くしないでくれ。さ、気を取り直してと……。
ようこそ、リムサ・ロミンサへ！ 俺たちは、おまえさんのような冒険者を歓迎する。活躍を期待しているぜ。
さて、この街を案内してやろうじゃないか。準備ができたら、声をかけてくんな。

： んじゃあ、おまえさんがリムサ・ロミンサでやっていくにあたって、よく世話になる「3つの施設」について教えよう。
1つ目は「エーテライト」。この店の階下に下りて、⻄へ顔を向けた先の「八分儀広場」にある巨大なクリスタル像がそれだ。
これは⼀種の転送装置でな。冒険者としての活動に、なくてはならないもんなのさ。
使い方なら、現地にいるイエロージャケットの警備兵が指南してくれるだろうよ。
ともあれ、まずはエーテライトに「触れる」こったな。
2つ目は「国際街商通り」。エーテライトの先にある商いの中心地だ。武器や防具をはじめ、冒険の必需品がそろってるぜ。
物の売買いだけじゃなく、冒険者に役⽴つサービスもある。商⼈組合の⻑「スヴォズブレート」から、説明を受けとくこった。
ついでに、この「古びた八分儀」を渡してみろ。俺からの紹介だって、わかるだろうよ。
締めくくりは「斧術⼠ギルド」。おまえさんと同じ斧術の使い手たちが集う場所だ。
腕を磨くのにはうってつけの場所だから、⼀度は顔を出して、話を聞いとけよ。受付の「ブラウトータ」に声をかけりゃいい。
3つの施設については、こんなところだ。早速、都市の⾒物がてら、ひとまわりしてこいよ。
おっと、いけねえ、最後に助⾔をもうひとつ。道すがら、困ってる奴を⾒かけたら積極的に声をかけてやってくれよ。
おまえさんに相談や、悩みを打ち明けるだろうさ。冒険者向けの仕事がありゃ、紹介してもらえるかもしれねえしな。
まあ、始めは小さな頼みごとばかりだろうが、信頼を得られりゃ、大きな仕事も舞い込むはずさ。
それが偉大な冒険者になる近道ってもんよ。

： おう、新⽶冒険者だな？ バデロンの⾔いつけを律儀に守ってるとは、感心、感心。
おっと、俺様はリムサ・ロミンサの治安を守るイエロージャケットの警備兵スンドヒマルだ。
どれ、少し「エーテライト」について指南しておこう。
この巨大なクリスタル……「エーテライト」は、エーテルの⼒を用いて⼈や物を遠くに転送するための装置だ。
おまえたち冒険者が使う「デジョン」や「テレポ」という転送魔法も、エーテライトを使ったものなのだぞ。
「エーテライト」は世界各地に存在している。世界をまたにかけて旅する冒険者にとって、なくてはならない装置と⾔えよう。
世界中の「エーテライト」に触れ、交感しておくことが、⼀流の冒険者になるための⼀歩なのだ。
なに、焦ることはない。まずはリムサ・ロミンサ周辺の「エーテライト」からひとつずつ訪ねてみるがよい。
もし、エーテライトや転送魔法について、詳しく知りたかったら、いつでも声をかけよ。

： へい、いらっしゃい、お客さん！ 七つの海を渡ってきた商品が集まる天下の国際街商通りへ、ようこそ！！
ぞんぶんに店を⾒てってくれよ！ あいにく、ついさっき船が着いたもんでお客さんの相手は、してやれねぇんだがな。
……バデロンから「古びた八分儀」を預かってるって？そうか、バデロンの店で酔いつぶれた時に、忘れちまったんだな！？
ありがてぇ、こいつを探してたのさ！俺が昔、船⻑をしてたころの思い出の品でな。
礼といっちゃなんだが、買い物のコツを教えてやるよ。
新⽶冒険者の基本的な買い物なら、ここに連なるふたつの商店街……「東国際街商通り」と「⻄国際街商通り」でまかなえるぞ。
戦闘に打ち込みたいなら、なにをおいても武器や魔器、防具を整えるのがコツだな。
商通りには、武器屋や防具屋が軒を連ねているから、よりどりみどり、選んでいってくれ。
もし、消耗品をそろえたいのならば、薬屋や雑貨屋も、覗いてみるといい。
目利きの商⼈が、海を越えてやってきた品々を売ってるぜ。
うまい買い物をしたいならとにかく、目的に合わせて店を選ぶこと。値段や儲け話は、その後だ。
俺から教えられんのは、これぐらいだ。あとは⾃分で店をめぐり、目で⾒て学ぶこった。痛い目⾒りゃ、覚えも早いってね。
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： よく来たな。ここはリムサ・ロミンサを支える「斧術⼠ギルド」。
ここ「斧術⼠ギルド」は、両の手に⼒を込めてあらゆるものをたたき切る「斧術」の使い手が集い、切磋琢磨する場。
……君は、斧術⼠を志す冒険者だな？ ならば、我ら「斧術⼠ギルド」について手短に紹介しよう。
「斧」は、古来より「船」と密接な関係にあった。船を造るために必要となる⽊材は、斧によって切り出される。
さらに航海中の不測の事態に備えるため、船に乗り込む船大⼯たちもまた、斧を携えていた。
つまり斧とは、造船と修復のための道具だったのだ。
そして、船に持ち込まれた道具は、やがて武器となる。斧頭を引っかけ敵船に乗り移り、⼒任せに振るい、
すべてを叩きつぶすためのね。
こうして「船乗りの武器」である斧の扱いが斧術へと発展した。特に腕っ節が物を⾔う海賊たちの世界でな。
海賊たちは、⾃身の船に優秀な戦闘員をそろえるため海賊志願者に斧術を教え始めた。
これが、斧術⼠ギルドの始まりだ。
しかし、帝国や蛮族に対抗するため、この都市の⾸領メルウィブ提督と海賊諸派が手を結び
「ガラディオン協定」を締結したことで状況は⼀変した。
「海賊養成所」だった斧術⼠ギルドは、海賊から切り離され、独⽴、再編されることとなった。
真に斧術を学ぶ場へと生まれ変わったってわけだな。
私欲に駆られた海賊ではなく、公の利益に貢献するために武を用いる者……、新しい斧術⼠ギルドが育てるのは、そういう⼈材さ。
あんたも斧を極めるつもりなら、我らがギルドへ入門し、鍛練に励むべきだね。
心を決めたら、もう⼀度あたしに声かけな。入門のための手続きを教えてやるよ。

： よう、◆◆◆。どうやら、⼀通り施設を回ってきたようだな。おつかれさん！
リムサ・ロミンサを拠点にする冒険者にとって、おまえさんが回ってきた施設は不可⽋なものだ。
何度も通うことになるだろうから、これらの施設を中心に、リムサ・ロミンサの街を覚えていくといいぜ。
おまえさんが素直な冒険者でよかったよ。これからも俺たち、いやリムサ・ロミンサのために、⼒を貸してくれよな。

ブラウトータ

バデロン

斧術⼠ギルド受付



： よう、◆◆◆。「サマーフォード庄」って知ってるか？
霊災後に拓かれた入植地のひとつでな。海賊業から⾜を洗った連中を、たくさん雇って、果樹園を営んでる場所なんだ。
ここを仕切ってるシュテールヴィルンってのが、俺の古馴染みなんだが、⼈手を欲しがっててな。おまえさんを紹介したいんだ。
「ゼファー陸門」から都市を出て、北東に向かって道なりに進めば、すぐ⾒つかるぜ。急いで⾏ってやってくれ。

： お前は……バデロンが差し向けてくれた新⽶冒険者か。確か、◇◇◇ ◆◆◆と⾔ったか。
よく来てくれた、わしはシュテールヴィルン。ここサマーフォード庄をまとめておる。
ここで働く者の多くが元海賊でな。それも、わしの海賊船の乗組員だった連中だ。
……だが、5年前の霊災で船を失い、わし⾃身も深手を負っちまった。
そこで手下たちを食わせていくために、メルウィブ提督が掲げていた入植政策に乗ることにしたわけだが……
どいつもこいつも海が忘れられねえようでな。いまいち野良仕事に身が入らんのが現状だ。今の⾚帽野郎も、そのひとりさ。
おかげで、指導のために招かれたお雇い園芸師たちも、頭を抱えてる有様だ。すまんが、困っている連中を助けてやってくれ。

： ◆◆◆か。よく鍛錬を積んでいるみたいじゃねえか。
お前を⾒込んで、頼みたいことがあるんだ。話を聞いてもらえないか？
ありがたい。さっそく、話を聞いてくれ。
お前、「⼈拐い」の噂を耳にしたことはあるか？ リムサ・ロミンサ周辺で、⾏方不明者が続出している事件のことだ。
……実はな。ここ最近、顔に蒼い刺⻘があるガラの悪い男たちが、ウチの農夫たちを、遠巻きに監視しているみたいでな。
農夫たちの間で、その監視している奴らが、噂の⼈拐いじゃないかと、不安が広がっているんだ。
ただでさえ、海賊あがりの農夫たちの働きぶりが悪いっていうのによ……。
⼈拐いまで心配しておっちゃ、ロクに作業が進まねえ。
そこでだ。お前に、監視している奴らの正体を探ってきてもらいたいんだ。
そうか、助かるぜ！ これ以上、作業に遅れが出てはたまらんからな。
さっそくだが、「シーソング石窟」と呼ばれている洞窟の様⼦を⾒てきてくれ。怪しい影を⾒かけたと、何度か報告があった場所だ。
奴らが何者なのか⾒当もつかん。⼗分に気を付けて⾏ってくれ。

シュテールヴィルン

サマーフォード庄へ

バデロン

シーソング岩窟に潜む者
シュテールヴィルン



： 私は支える波であり、私は導く風である。
私は夜の星であり、私は朝の空である。
私は海で生を受け、そして、海で死に向かう……。

： その碑石に刻まれた、船乗りたちの鎮魂歌よ。
海で生まれて、海で死ぬ……。リムサ・ロミンサに生きる⺠の生き様ね。
海に帰ることができた船乗りには、海難事故が起きぬように祈りを。
大地に散った船乗りには、彼らの魂が海へ戻るための祈りを……。
あなた……。最近、サマーフォード庄に出入りしている冒険者ね？
噂の「⼈拐い」を追ってたんだけど、……ハズレだったかしら。
あら……。案外、アタリだったのかも？
やはり、ここのエーテルの乱れは、⼈為的なものだったのね……。
「⼈拐い」を追う者が、ここに2⼈。それを襲う魔物。
この件、⼝封じをしたがっているのは、いったい誰なのかしら？
さあ、やっつけるわよ。あなたと私の2⼈で……ね。

： このグゥーブーは、何かおかしいわ……。用心なさい！
： 気を付けて！ エーテルの乱れに魔物が寄ってきたわ！
： 戦いに集中なさい！ 傷は治してあげるわ！
： また増援！？ 早く倒さないとやっかいね……。
： だいぶ弱ってきたわね。もう少しよ、がんばって！

（超える⼒）

聞いて……感じて……考えて……

……光のクリスタルを手にし者よ

星の声を聞く者よ
我が名はハイデリン……

星の秩序を保っていた理（ことわり）は乱れ
世界は今 闇に満ちようとしています

闇は すべてを蝕み すべての生命を奪う存在……

闇に屈せぬ 光の意志を持つ者よ
どうか 星を滅びより救うために あたなの⼒を……

光のクリスタルは闇を払う⼒……
世界を巡り 光のクリスタルを手に入れるのです

あなたの戦いが 魔法が ⾏動が
光のクリスタルを生みだすでしょう

それが 光の意志を持つ あなたの⼒……

光の意志を持つ者よ……
どうかあなたの⼒を……

？？？？

神秘的な幻術⼠

神秘的な幻術⼠
神秘的な幻術⼠
神秘的な幻術⼠
神秘的な幻術⼠
神秘的な幻術⼠



（超える⼒終了）

： 気が付いた？
……やはり。この⼦、無理⽮理にけしかけられたようね。
グゥーブーの背中に、これが刺さっていたわ。
このナイフ……。ロープを扱う船乗りたちが使うものよ。
どうやら、この件。船乗り……それも海賊たちが絡んでいるのは、確かなようね。
ところで、あなた大丈夫？
エーテルにでも酔ったのかしら。戦闘のあと、急に倒れたから驚いたわ。
え……？ 大きなクリスタル……？ いったい何の話を……。
フフ……。これは思わぬ収穫もあったものね。……何でもない、こっちのことよ。
私は、もう少しこの件を追ってみるつもり。
あなたは、依頼主に注意を促しなさい。これを⾒せて、海賊らしき者が暗躍している、とね。
これから忙しくなりそうだわ……。
クリスタルの光が重なるとき、また会いましょう。

： おお、◆◆◆。よく戻ってきたな！
ウチの連中が、石窟あたりが騒がしいなどと⾔っていたから、心配してたんだぜ。
それで、奴らの正体はわかったのか？
ふむ……。何者かにけしかけられた魔物に、残されたナイフか……。
お前が持ち帰ったナイフ。これは確かに、ロープを切るのに使う船乗り用のナイフだ。
ウチの農夫を、海賊に勧誘しに来た可能性があるな。そして、それを邪魔された腹いせに魔物をけしかけたか……。
最近になって、海賊どもの勢⼒が増しているという。ウチの連中にも、注意を促しておかねえとな。
……珍妙な機械を持った⼥性を⾒ただと？ その者なら「ヤ・シュトラ」とかいう賢者だろう。
以前からリムサ・ロミンサに滞在していてな。この辺りにもエーテルがどうのこうのと、何度か調査に来たことがあるのさ。
格好こそ怪しいが、噂の⼈拐いではあるまい。安心するといいぜ。
ウチの連中の中にも、未だに、海賊時代の⾃由な暮らしを忘れられん者が多くてな。悪い仲間に引き込まれんよう、気を付けねばならん。
◆◆◆、感謝するぜ！ お前のように腕の⽴つ冒険者が訪れたことを嬉しく思うぞ。
ウチの連中や、リムサ・ロミンサのためにも、この調⼦で、ほかの者の頼みを聞いてやってくれよ。よろしく頼むぜ！

神秘的な幻術⼠

シュテールヴィルン



： さっそく仕事を頼みてえところだが……海賊上がりの農夫たちを相手にするにゃ、まずは「装備」を整えてもらう必要がある。
お前が相手するのは、かつて海で暴れてた連中だ。⼗分な「装備」でないと、奴らにナメられて
話もロクに聞いてもらえんだろうからな。
わしが、お前の装備を確認してやるから、⼗分な強度の装備を装着したら、声をかけろ。

：  どうだ、装備はそろったか？

： ……ほほう、⽴派じゃねえか。その装備なら、こっちも安心して仕事を任せられる。
海賊上がりの農夫は、慣れない野良仕事に不満を抱えてる奴が多くてな。すぐキレて、拳が出ちまうのさ。
だが、今のお前なら大丈夫だろう。……これから、頼りにさせてもらうぞ。

： うーむ、困ったのう……このままじゃ、開拓がぜんぜん進まんわい。
園芸師として、指導を請われて来てみたものの、誰も⾔うこと聞きやせんのでな。
海賊上がりの連中なんぞアテにせんで、⾃分で開拓しようにも、今度は魔物が邪魔しよる。
すまんがお前さん、開拓予定地まで⾏って、「タイニー・マンドラゴラ」を5匹ほど狩ってくれんかの？

： おやおや、さっそく片付けてくれたんかい。ここの農夫よりも、冒険者のお前さんの方が
役に⽴つとは……どういうことだろうね？
あの海賊上がりの連中めが、腕っ節を⾃慢するなら、こんなときこそ出番だと思うんじゃがのう……。

： やれやれ、セヴリンたちめ……セヴリンってのは、お前も以前⾒かけてる⾚帽野郎さ。
連中め、野良仕事の時間だってのに集まってきやがらねえ。
おおかた、またどこかでサボってるんだろう。悪いが、あたりの果樹園を⼀回りして、
「セヴリン」とその仲間たちを呼んできてくれ。
だが、ヤツらは枯れても元海賊よ。説得するにゃ、少々手間がかかるだろうが……頼んだぞ。

： おっと、もう仕事の時間か？ だが、気が乗らねえな……今、オレが飲んでるモンを、お前が当てたら⾏ってやるか。
そうだ、これじゃ酔えやしねえぜ。ああ、うまい酒が飲みたいもんだ。その⾦を稼ぐためにも、ひと働きするかねえ。

： え、集合時間だって？ でも、俺、腹ペコだから、動きたくないよ……そうだ、君が俺の朝飯を当てられたら、⾏ってあげるよ。
アタリだ！はあ……わびしい飯は、もう、うんざりだよ。 肉を買うために、少しは働くか……

ソザイ・ラーザイ

ガーカント

ガーカント

陸にあがった海賊

シュテールヴィルン

ウォーター

猛者の風格

シュテールヴィルン

シュテールヴィルン

シュテールヴィルン

開拓を阻むもの



： シュテールヴィルンが呼んでるって？ はあ……あんた、オレの今の気持ちがわかるか？正解したら、⾏ってやってもいいよ。
おっと、正解だ。オレの⾃慢といえば、逃げ脚だけでね……まあ、今回は約束どおり、逃げずに仕事に⾏ってやるよ。

： 仕事の時間だって？⽊いじりなんざ、俺の⾃慢の斧が泣くぜ……おまえ、俺が昔、船で何してたか、わかるか？
あたりだ、まあ、この斧を⾒りゃ、察しがつくか？ 船じゃ毎日、誰かの手⾜をぶった切ってたもんさ。
……さて、葡萄の枝をぶった切りに⾏くとするかね。

： ああ、確かに俺がセヴリンだが…… あんた、シュテールヴィルンの爺さんと話してた冒険者か。
爺さんに頼まれて、俺を呼びにきたんだな？ 爺さんめ、余計なマネを……ふん、じゃあ⾏ってやるよ。
お前のような、どこのチョコボの骨かわからんヤツとは、関わらないに越したことないからな、あばよ！

： おお、ご苦労さん。セヴリン以外は、農作業に向かったぜ。
セヴリンにも、ちゃんと声をかけたって？ ああ、お前のことは、これっぽちも疑っちゃいないさ。お前は、よくやってくれた。
セヴリンのことだ、また適当な⾔い逃れでもしたんだろう。ヤツが、この庄いちばんの困り種でね……。
ヤツに関しては、腰据えて対処してくしかねえさ。

： お前を⾒込んで、折り入って頼みがある。ラザグラン関門へ納品する予定の農作物を
例の⾚帽野郎セヴリンが、ゴブリンへ横流ししてるようでな。
ちょうど今さっき、ヤツが出ていったのでな、後を追って、ヤツを「問い詰め」てみてくれ。
ヤツから「オレンジの入った麻袋」を取り戻し、ラザグラン関門へ配達してほしい。

： まずい、助けを呼ぶか……
「オレンジの入った麻袋」は、どうしたかだと！？ ちっ、シュテールヴィルンの爺さんの差し⾦か。
俺が横流ししてるって、バレてたか……。
ふん、だが、今はそれどころじゃねえ！ 麻袋を返してほしくば、俺のダチ3⼈を助けろ。
あそこの焚き火で、商談相手のゴブリンに襲われてんだ！

横流し疑惑

シュテールヴィルン

セヴリン

アイルメル 

エイリムス 

セヴリン

シュテールヴィルン



： ありがとよ…… セヴリンが俺を押しのけさえしなきゃ俺だって⾃慢の⾜で逃げきれたのに……。

： イテテ……ありがとう。お腹さえすいてなきゃ、俺だって反撃できたのに……。

： ありがとよ、助かった。セヴリンが、あんたを寄こしてくれたのか。
裏切りを誤解して、ヤツの腕をぶった切るつもりだったぜ。

： 皆、無事だったか……。ダチを助けてくれて、恩に着るぜ……。
そもそも、俺がヤツらを守れれば……。ヨソ者のお前は、命をかけたってのに俺ときたら……クッ。
約束どおり、その麻袋は返してやる。「ラザグラン関門」の「オシン」に届けてやれ、じゃあな。

： サマーフォード庄からの納品だって？ おいおい、予定どおりじゃないか、珍しいこともあるもんだ。
こりゃ嵐の前触れか……！？
むむむ、納品数も間違ってない！ なんだ君らも、やればできるんじゃないか。
……おや、今日の配達係は⾚帽じゃないのか、どうりで。
とにかく今回は、ご苦労さん。次の配達も、この調⼦で頼むよ。それじゃあ、今回の代⾦を「シュテールヴィルン」へ届けてくれ。

： おお、無事に戻ったか、ご苦労だった。それで、結果はどうだったんだ？
麻袋を無事に届けてくれたようだな。ありがとよ。
それにしても、セヴリンめ、取引相手のゴブリン族に襲われるとはな。仲間を裏切るようなマネをするから、ドジ踏むんだ……。
野良仕事になじめんのもわかるが、しょうもねぇ悪さばかりしやがって……。
お前も今後、ヤツの動向に注意を払っておいてくれ。

エイリムス

セヴリン

オシン 

シュテールヴィルン

アイルメル

ソザイ・ラーザイ



： うーむ、困ったのう…… このままじゃ、計画通りの収穫なんぞ、どだい無理な話じゃわい。
だが、「湿り気のある⿊⼟」さえありゃ……これを畑に混ぜれば、開拓したての痩せた⼟地でも、
作物がぐんぐん育つんじゃがのう……
お前さん、すまんが「湿り気のある⿊⼟」を集めてくれんか？ 詳しい話は、果樹園で作業中の「ロットウィダ」に聞いとくれ。

： ガーカントに、「湿り気のある⿊⼟」集めを頼まれたの？ それは気の毒に……まあ、あなたが気にしないなら、
こっちは大歓迎よ。
「湿り気のある⿊⼟」は「クックポット」に、たっくさんあるよ。ただ、あそこはオーロックスの住処だから
踏み潰されないように気をつけてね。
「湿り気のある⿊⼟」を3袋ほど集められたら、「開拓者の納屋」にいる「フルーアール」へ届けてあげて。
それじゃ、よろしくね。

： うーむ、このままじゃ収穫は期待できないな。せめて「湿り気のある⿊⼟」があれば………。
おお、これは「湿り気のある⿊⼟」！ まさか、これほど危険で、汚い仕事を引き受けてくれる⼈がいるとは。
……おや、もしやあんたは、ガーカントからもロットウィダからも、この⼟の正体について、何も聞かされていないのかい？
このずっしり湿り気を帯びた塊、そして、ねっとり粘り着くような臭気…… そう、これはオーロックスの……
いや、世の中には、知らない方が幸せなこともある。とにかく、あんたの⾃己犠牲の精神に感謝するよ！

： ちょいと聞いてくれよ！ 大事な農具が、海賊たちに奪われちまった。おおかた、溶かして、斧にでも作り変えるつもりだろう。
だが、こちとら農具を買いなおす余裕なんてない！ 今すぐ取り戻しに⾏きたいが、俺は刃傷沙汰は
⼆度としねえとシュテールヴィルン様に誓ったんだ……。
だから、頼む。海賊どもを倒して、「奪われた農具」を3個取り返してくれ！
農具を奪うなんて…… 海賊の奴らめ、農業を選んだ俺たちをバカにしてるにちげえねえ……。

： よかった、農具は無事だったか。……実は、この⼀件、セヴリンが裏で手を貸してる可能性があるんだ。
セヴリンが海賊と話してるのを、⾒ちまったんだ。あいつは、他にもコソコソ悪さしてるようだし
夜逃げする資⾦でも、かき集めてるのかもしれねえ。
また、何か問題を起こされると困るから、念のため、サマーフォード庄に向かって
「シュテールヴィルン」様に報告しておいてくれ。

： なるほど、海賊がちょっかい出してきたか…… まったくフルーアールの奴、よく怒りを抑えてくれた。
刃傷沙汰となりゃ、ここの評判がまた落ちるからな。
それにひきかえ、セヴリンときたら問題ばかり起こしやがって……。いつまで、海賊の未練をひきずるつもりだ。

フルーアール 

シュテールヴィルン

ガーカント

ロットウィダ

フルーアール 

元海賊を笑う海賊

フルーアール 

芳しき陸の王者



： ◆◆◆か。引き続き、鍛錬を積んでいるようじゃねえか。
ちと、きな臭いことが起こってな。お前に協⼒してもらいたいことがあるんだ。話をきいてくれるかい？
ありがたい。早速、話を聞いてくれ。
ウチで働く連中の中に、セヴリンという若者がおるのは知っているな？
近頃、そのセヴリンの様⼦がおかしいんだ。⼀通の手紙が届いてから、急にソワソワし始めてな。
何を思ったのか、不良仲間を誘って、今さっき出て⾏きやがった。
サボり癖はあったが、こんなことは初めてだ。先の「⼈拐い」の件もある。……その、心配でな。
セヴリンの⾏き先を探し、連れ戻してほしいんだ。どうか、⼒を貸してくれないか。
そうか、助かるぜ！ クズ野郎だが、根は良い奴なんだ。どうにか改心させて、⽴派にしてやりたい。
ひとまず、エーテライトの前にいる「グリーンウィダ」に話を聞いてみてもらえるか。
何か情報を得ることができるかもしれん。よろしく頼んだぞ！

： えっ、セヴリンたちを⾒かけなかったかって？ああ、もちろん⾒かけたよ。
連中、これから酒盛りするんだって「ささやきの谷」へ⾏っちまったのさ。
手伝えって⾔ってるのに聞きやしないで、まったく！
あんた、連中を探してるんなら、⾸根っこひっつかんで、⽂句のひとつでも⾔っといておくれよ。

： ……はぁ、はぁ、ちきしょう！ 酒盛りだっていうから、ついてきたのに！！
全部、セヴリンの嘘だったのさ…… 俺らを、⼈拐いに売り払うためのね！
今度こそ、⼀⾜先に逃げさせてもらったよ。だが、ダチがまだ取り残されてるんだ。頼む、皆を助けてやってくれ！！

： うぅ……あいつら、やべぇ…… 俺の斧が、まったく通用しなかった……！ 奥に取り残されてるヤツらを助けてやってくれ！

： 死をもって償う覚悟があるのだな？

： ここは危険だ、来るんじゃねえ！ 皆を連れて、さっさと逃げてくれ！

： ……あ、アンタはッ ！セヴリンが俺たちを逃がすために、戦ってんだ！ お願いだ、アイツを助けてやってくれ！

アイルメル

エイリムス

蒼き刺⻘の男

セヴリン

ソザイ・ラーザイ

裏切りの代償

シュテールヴィルン

グリーンウィダ



： この⼟壇場で裏切るとは……。なぁ、セヴリン？

： ぐっ……。

： 我々「海蛇の舌」から逃げ出した罪を許す代りに、身代わりを差し出す……。
その約束を違えたということは、覚悟ができてるんだろうなぁ？
なるほど、冒険者を雇ったのか……。相変わらず、⼀⼈では何もできない男だな、てめぇは。
くくく……。貴様ら、まとめて葬ってやる！

： ⽰せ、創世の理の嘆き声よ。物世に有りし⽯棺に偽魂を宿さん……。為せ、真理の偶像よ！

： ほう、なかなかやるな……。しかし、これはどうかな？
まさか……！？ 石⼈形が押されているというのか！？

： なんだヤツの⼒は……。それに、あの幻術⼠。ただの冒険者ではないようだな。
⽯人形ごときでは通じぬというのか……。

？？？？

蒼き刺⻘の男

セヴリン

蒼き刺⻘の男

？？？？

？？？？



： 取り逃がした……か。
あなたが無事でよかったわ。

（超える⼒）
： あれは海賊…… どこの組織かしら。最近は、裏で蛮族と取り引きしている組織もあるというけど……。

そういえば、ここ最近の蛮族の動き、不可解だわ。サハギン族もコボルド族も、目にする機会が増えている。
まるで何か大きなことをやろうとしているみたい……。
……！？ まさか「蛮神」を呼ぶつもりじゃ……。

： 蛮神なんて存在、信じたくはないけど……。注意するに越したことはないわね。
また水位が上がっている……。
昼間でも、こんなに明るく⾒えるだなんて……。
月の衛星「ダラガブ」に異変があってから、確実に大地に影響がでている……。
ルイゾワ様が⾔っていたとおり、星の理が失われつつあるんだわ。
だから、本来は生まれないはずの存在、蛮神が生まれてしまった……。
ゆっくりしては、いられないわね……。滅亡から逃れる希望は必ずあるはず。
それを信じて活動するのがシャーレアン生まれの、私たちの努めだもの……。
こんな機械で、エーテルを視覚できるようになるなんて。シャーレアンの技術もたいしたものね。

神秘的な幻術⼠

ヤ・シュトラ

ヤ・シュトラ



： ……もし？
これをどうぞ。……お姉さんは旅の方ですか？
あの海に開いた大⽳を、⿊渦団の訓練場にするんです！ 今日は、その竣⼯式なんですよ。楽しんでいってくださいね！

： エーテルの流れが乱れてる……。ついさっき発生したみたいね。
こっちは「シーソング石窟」の方向か……。

（超える⼒おわり）

： ……なるほど、そんなことが。⽴てる？
……私よ。ええ、取り逃がしてしまったわ。……了解、レイナーに伝えておくわね。
ぼうっとしてたようだけど、大丈夫？
彼から⼀通りの出来事を聞いたところよ。まさか海賊ごときが、石の兵……ゴーレムを使役するだなんて。
ゴーレムは意思を持たない、造られた存在。ただの海賊が扱えるような魔物ではないわ。
海賊がしていたという蒼い入れ墨……。奴ら、サハギン族の支配を受けているわね。……この件は、私のほうでも調べてみる。
私は、彼を連れて戻るわ。
あなたも、サマーフォード庄に戻って、シュテールヴィルンさんへ報告なさい。心配しているでしょうから。

ヤ・シュトラ

神秘的な幻術⼠

花売りの少⼥



：  そういえば、紹介がまだだったわね。……私は、ヤ・シュトラ。
 この辺りのエーテルの流れを調査している博物学者よ。よろしくね。

：  ありがとう、アンタのおかげで命拾いしたぜ。連中も上手く逃げてくれたかな……。
 すまなかった。事情はサマーフォード庄で話す。……もう逃げやしないさ。

： あなたは、もしかして……。いえ……なんでもないわ。
また会いましょう！

： ……お前が戻るのを待っていたんだ。ずいぶん迷惑をかけたからさ、お前にも、詳しく説明しなけりゃと思ってよ……。

： おお、◆◆◆。無事だったか！
ヤ・シュトラ殿がコイツを送り届けてくれてな。聞けば、お前が助けてくれたというじゃないか。感謝するぞ！
しかし、⼀体何があったんだ？セヴリンが連れ出した連中も帰ってきたんだが、相当に怯えていてな。

： 旦那、これは全部、俺の責任だ。俺から説明させてくれ。
俺は奴ら……「海蛇の舌」の⼀員だったのさ。

： 海蛇の舌……。「サハギン族」に支配されてると⾔われている、札付きのクズ海賊じゃねえか。

： 数年前……。その海蛇の舌は、リムサ海賊の間でも御法度だった、リムサ・ロミンサ⼈の誘拐を始めた……。
幹部連中がサハギン族の支配を受け入れてよ……。当時、下っ端だった俺は、恐ろしくなって逃げ出したのさ。
そして、名前を変えてサマーフォード庄に潜り込んだ。……だが、ついに昔の仲間に⾒つかっちまった。
脱走は死罪ってのが海賊の掟……。この罪を許す代りに、ここの連中を差し出せと脅されてな……。

： それが、あの手紙だったってわけか。

： 思い返せば、くだらねぇ……。こんな、ちっぽけな命ほしさに……すまねぇ……。

： ……セヴリン。お前は最後に、本当に大切なことを思い出したんだろう？
連中、⾔ってたぜ……。お前が海賊相手に大⽴ち回りして俺たちを逃がしてくれた……ってな。

セヴリン

シュテールヴィルン

ヤ・シュトラ

セヴリン

シュテールヴィルン

ヤ・シュトラ

セヴリン

シュテールヴィルン

セヴリン

シュテールヴィルン

セヴリン



： でもよ、⼀度は奴らに仲間を売ろうとしたんだ……。この罪は消えないさ……。
旦那、俺はここを去るよ……。イエロージャケットにでも出頭するさ。

： わかった……。ならば、お前の仁義を通してこい。
……だが、忘れるなよ。このサマーフォード庄は、いつだって⼈手不⾜だ。仁義を通したら、さっさと戻って働くんだぜ。

：  シ、シュテールヴィルンの旦那ぁ……。ありがとう、ありがとう……。

： 今回は、お手柄だったな。あらためて、俺からも礼を⾔わせてくれ。命がけで仲間を助けてくれて、ありがとうよ。
そうだ、バデロンに今回の⼀件を伝えてくれんか？ 奴は、ああ⾒えて顔が広くてな。
イエロージャケットにも、多少は顔が利くのさ。
事情を知れば、セヴリンの処罰が軽くなるように、働きかけてくれるかもしれん。
お前には、最後まで世話になりっぱなしだが、よろしく頼んだぞ！

： なんてこった。サマーフォード庄で、そんな事が……。
そのセヴリンって奴のことは、任せとけ。イエロージャケットにいるダチに、⼝添えしとくからよ。
 だが、よくやってくれたな。お前さんを紹介した俺も鼻が高いぜ。成果には相応の報酬をもって応えねえとな。
まずは、ここ溺れる海豚亭に併設してる「宿屋」の使用だ。
冒険者の商売道具は、身体だからな。働きすぎて疲れた時は、受付の「ミートシン」に声をかけて、しっかり休めよ。
さらに、もうひとつ。お前さんのさらなる活躍を期待して……新しい仕事の窓⼝、「ギルドリーヴ」を紹介しよう。
「ギルドリーヴ」ってのは、冒険者ギルドに寄せられた依頼を冒険者に紹介し、解決してもらうための仕組みさ。
ギルドリーヴの窓⼝は、「チャ・モクリ」。お前さんなら、面倒な依頼も難なくこなせそうだし、
さっそく、ヤツから話を聞いてみろよ。
しっかし、⼈拐いに海賊がからんでたとなると、メルウィブ提督と海賊勢⼒の間がまた、ぎくしゃくしちまうな……。
リムサ・ロミンサの中で仲間割れしてるようじゃ、時代の荒海を渡ることなんてできねぇぞ。
船員の内乱は船を沈める……航海の常識だってのに。
まあ、ともかく今は⼀休みするこった。また仕事する気になったら、声をかけろ。ウマい話を紹介してやるからよ。

バデロン 

セヴリン

シュテールヴィルン

セヴリン

シュテールヴィルン



： 冒険者らしい顔つきになってきたな。おまえさんも冒険者としての生き様って奴が、少しは解ってきたようじゃないか。
そんなおまえさんに、耳寄りな情報があるぜ。中央ラノシアにある「スカイリフト」って知ってるか？
ささやきの谷に⾏ったことがあるなら、おまえさんも⼀度は上り下りしてるはずだ。
デセント断崖にかけられた⾜場のことさ。
あそこは、荷運び⼈どもが、物資の昇降のために作った施設でな。⼈手が⾜りないってんで、難儀してるらしい。
「ヴィルクリット」って野郎が、あそこの顔役だ。やっこさんに話せば、仕事のひとつやふたつ、
回してくれるはずだぜ。

： バデロン氏からの紹介ですって？あぁ、あなたが◇◇◇さんでしたか。ようこそ、「スカイリフト」へ。
すごい断崖でしょ？ 5年前の霊災の時に、巨大な⿊い⿓が飛来しましてね。記憶は霞んでますが、そいつの炎の⼀撃でコレです……。
おかげで⼈やら物やらを、上り下りさせるのに、こんな大げさな施設が必要になってしまったんです。
特に最近は、物流も増えて、⼈手不⾜でして……。すぐにでも頼みたい仕事がありますので、
準備ができたら、声をかけてください。

： ああ、大変です。気球の荷台に、荷物が2つ取り残されていました。
配達⼈は、すでに出発してしまいました。代わりに、あなたが荷物を届けてください。
荷の宛先は、「フォアマスト」の「シングリトゥヴ」さんと「デネベール関門」の「ジェッサミーヌ」さんです。
よろしくお願いします。

： スカイリフトから来たのか？ そろそろ届くはずの荷物がまだ届いてないんだが、あんた知らないか？
おお、この包みだ。中身は、レッドルースター農場から送ってもらったラベンダーのポプリなんだ。
ここフォアマストの兵⼠は、日々、訓練に励んでるから、汗臭くなりがちでね。
このポプリで、悪臭をごまかしてるってわけさ。

： スカイリフトからの使者ですって？ ラザグラン関門にいる弟から、本が届くはずなんだけど、あなた、知らない？
わあ、これを待ち望んでたのよ！ 関門の周りなんて、何もないから、休憩中の楽しみとえいば、読書くらい。
こういった⾒聞録でも読んで、遠い海の向こうに思いをはせたりしないと、やってられないわ。

： いやはや助かりました。荷物が配達されなかった、なんて噂が広まったら大変ですからね。
この断崖を切り崩して坂道を作れば、気球を使った荷の積みおろしもなくなり、こうしたミスも起きないんですがね……。
リムサ・ロミンサのお役⼈に、ムリも⾔えません。蛮族やら帝国やらの対策が第⼀ですから。
こうして荷運び業者で資⾦を出し合い、⾜場を組んで、気球を用意するのがせいいっぱい。
しばらく、不便な生活に耐えるしかないでしょう。

シングリトゥヴ

ジェッサミーヌ⼆等甲兵

ヴィルクリット

スカイリフトへ

バデロン 

ヴィルクリット

残された荷物

ヴィルクリット



： あなたにしか頼めない問題が起きました。輸送中の「ミリオンコーンの苗」の中から
ショアスラッグが現れて、御者が逃げ帰ってきたんです。
そこで、この「ミリオンコーンの苗」を回収して、⻄ラノシアの「スウィフトパーチ入植地」にいる
「リウルフ」様へ届けてただきたいのです。
彼からの支払いは、あなたが受け取って結構ですよ。「ミリオンコーンの苗」の中に魔物が残っていたりしたら申し訳ないですから。
それに、「スウィフトパーチ入植地」には、「エーテライト」が設置されていますから、
あなたにとっても、いい経験になると思います。

： ああ、この地は運にも⾒放されたのか……。全財産をはたいて注⽂した「ミリオンコーンの苗」すら届かないなんて……
おお、これぞ待ちに待った「ミリオンコーンの苗」！ この苗は、収穫量が多い品種なんです。
⾒ての通り、ここは寂れた入植地で、誰もが生きることすら諦めている状態……この苗が育てば、皆も少しは希望を持てるでしょう。
⾒たところ、あなたは冒険者のご様⼦。この貧しい入植地に⼒を貸していただけると幸いです。

： 5年前の霊災は、我々から何もかも奪い去りました。わが⽗を、我が家を、畑を、夢を、希望を……
手元に残ったのは⽗の手記だけ。ですが、この手記には「希望」が記されていました。
⽗は、かつての住家付近に財産を埋めたというのです。
これがあれば、復興資⾦の⾜しにできます！ でも、遺産の在処は、今や盗賊がうろつく危険地帯……。
そこで、申し訳ないのですが、ドードー営巣地の廃屋周辺で「遺産の在処」を探り、
「遺産の入った小箱」を掘り出してきてください。

： 堅実な⽗でしたから、「遺産の入った小箱」の中身は、期待できるはずですよ……。

： こ、これが⽗の遺産ですと！？ 箱の中身は、⼀握りの小⻨の粒だけ……。いったい⽗は何を考えて、これを財産だのと……
ハッ！ かつて⽗から、聞いたことがあります。ウチの小⻨は、⻄ラノシアの痩せた⼟地でもたくましく育つ特別な小⻨だ、と！
この⼀握りの粒で、荒れ果てた小⻨畑を復興できるかもしれません！
ありがとう、あなたは確かに「希望」を届けてくれました。

： よかったら、俺の話を聞かないか？ 警備しながら、ブルワーズ灯台をぼんやり眺めてるんだが、どうも灯火が弱すぎる気がするんだ。
あれじゃ、船の航⾏に支障が出かねない。だが、エーテライトの警備をほっぽり出して、持ち場を離れるわけにもいかん。
代わりに、「ブルワーズ灯台」に⾏って、灯台守の「カンスィス」から事情を聞きだしてくれないか？

ブルワーズ灯台の異変

フレールーフ 

リウルフ

開拓者リウルフの幸運

リウルフ

リウルフ

リウルフ

すべてを奪われた地

ヴィルクリット



： ……イエロージャケットからの使いだと？ ふん、灯火が弱ってるって話だろ？
実は、灯台の光源として炉に入れている「トーチライト・ボム」に逃げられてね。なんとかして、灯を強くしなきゃマズイ……
あんた冒険者なら、ひとつ手を貸してくれよ。逃げた「トーチライト・ボム」をぶっ倒して、
「ボムの小指」をひっこぬいてくるだけでいいんだよ。
ドードー営巣地の中央……カカシがあるあたりに、この「鉄製のかがり」を設置して、火をともせば逃げたボムが寄ってくるはずさ。

： 逃げたトーチライト・ボムを倒して、「ボムの小指」を引っこ抜いてきてくれるだけでいいんだ。

： おお、さすがは冒険者だね。あとは、こいつを応急処置した炉に突っ込めばひとまず船の航⾏に支障はなくなる。
お前さんがいない間に調べたんだがな、どうも炉が壊れていたせいで、トーチライト・ボムが逃げたらしい。
これ以上の修理は、お手上げだ。この状況を関係各所に連絡するよう、「スウィフトパーチ入植地」の「フレールーフ」に伝えてくれ。

： なるほど、そいつは大変だな。それじゃあ、諸々の連絡は俺がしとく。だが、炉の修理は直接頼んだほうが早かろう。
乗りかかった船だと思って、もうひとっ走り頼む。リムサ・ロミンサの「甲冑師ギルド」に⾏って、
この話をギルドマスターの「ハ・ナンザ」に伝えてくれ。

： お前さん、信頼のおける冒険者のようだし、ナルディク＆ヴィメリー社の手伝いをしてみないか？
うちは今、大型船を建造中で⼈手不⾜でね。
手始めに、「モラビー造船廠」へひとっぱしりして、この「ナルディク＆ヴィメリー社の封書」を
造船師筆頭の「アートビルム」に手渡してほしい。
船の部品なんかは、この⼯房でも制作してるが、船の組み⽴ては、低地ラノシアの南にあるモラビー造船廠で⾏ってるのさ。
あそこは、ナルディク＆ヴィメリー社の本社があるしエーテライトもある、リムサ・ロミンサ領の中でも
重要な場所だから、⾏って損はないよ。
道に迷いたくないなら、「チョコボポーター」を使うといい。ミズンマストの1階にいる係員に声をかけてみな。
徒歩で⾏くつもりなら、テンペスト陸門から出て、南へ向かうことだね。それじゃ、急いで頼むよ。

：  ハ・ナンザ社⻑から封書を預かったって？ふむ、発注していた部材の納期予定だな。どれ、⾒せてみろ。
くそっ、また納期が後ろに倒れちまうか……。どこもかしこも⼈手不⾜とはいえ、まいったぜ。
おっと、あんたに愚痴っても、仕方ないな。届けてくれて、ありがとよ。……で、あんたの名は？
なあ◇◇◇ ◆◆◆……⾒てくれよ、これが今、俺たちが建造してる霊災後初となる新造船「ヴィクトリー号」さ。
霊災では、多くの船が沈んじまったが……こいつから⿊渦艦隊の再建が始まるんだ！
まさに、リムサ・ロミンサの復興の象徴ってわけさ。
だから、俺たちゃ⼀刻も早くこいつを完成させなきゃなんねえ。そのために、腕利きの職⼈を各地からかき集めてる。
だが、⼈手はいくらあっても⾜りん。冒険者のお前にも、頼みたい仕事が⼭とあるから、ぜひとも協⼒してくれよ、頼んだぞ。

ハ・ナンザ 

アートビルム 

カンスィス

カンスィス

カンスィス

フレールーフ 

モラビー造船廠へ



： ったく、困ったことになったな…… いつになったら、アイツぁ戻るんだ……。
奴が乗った連絡船なら、キャンドルキープ埠頭にもうついてるはずなんだが……
悪いが、キャンドルキープ埠頭まで⾏って、連絡船を管理してるハルドブロダに、運⾏状況を「問い詰め」てみてくれ。

： あれ、もしかして俺、睨まれてる……？ 「問い詰め」られたら、どうしよう……。
え、連絡船の運航状況ですか？ 実は、連絡船の海難事故が発生したんです！
なんと、モラビー造船廠の造船師さんが、予定を過ぎても、まだ戻らないと！？
もしかして、事故で海に放り出されたんじゃ……！？ ああ、ベテラン水夫が乗船していながら、どうして、こんなことに……！

： そうだっ、我々の捜索に協⼒していただけませんか！？ 海岸に流れ着いたかもしれないと、捜索の手は回しましたが
正直、我々だけでは⼈手不⾜でして……。
造船師フィリルスミッドさんを探してください。潮の流れからすると、この近くに流れ着いているはずです。
おそらく、ソルトストランドのあたりだと思います。

： う、うう……俺のことを探しに来たのか？ 確かに俺が、造船師フィリルスミッドだ……。
アートビルムのお頭が、俺の帰りを待ってるって……？ そうか……だが、なくなった部材を⾒つけるまでは帰れん。
乗っていた連絡船の事故で、大事な部材が海に落ちてな。とっさに海へ飛び込み、ここまで追ってきたが……
体⼒を使い果たしてこのザマだ。
すまないが……俺の代わりに「ヴィクトリー号の操舵輪」、「ヴィクトリー号の索具」
「ヴィクトリー号の帆布」を探してきてくれないか？

：  「ヴィクトリー号の操舵輪」、「ヴィクトリー号の索具」、「ヴィクトリー号の帆布」を⾒つけてくれ。
すまないが、よろしく頼む……。

： おお……これぞ、ましく俺が仕入れた部材！ いくら感謝しても、しきれねえ……！ 
おかげさんで、少しは体⼒も回復したんでな。部材を持って、モラビー造船廠に帰るとしよう。
俺は、心配掛けた埠頭の水夫にも挨拶してから帰るんで、すまんがお前は、先にモラビー造船廠に戻って
アートビルムのお頭に、俺は無事だって報告してくれ。

： なるほど、そんな事態になっていたのか。連絡船に衝突とは……積荷を狙う海賊の仕業だろうか？
ともあれ、あいつが無事に戻ってくれて、なによりだ。本当に感謝してるよ、ありがとう。

ハルドブロダ 

フィリルスミッド 

フィリルスミッド 

フィリルスミッド 

アートビルム 

帰らぬ造船師

アートビルム 

ハルドブロダ 

消えた造船師



： モラビー造船廠の警備隊⻑が、腕の⽴つ冒険者を探していてな。この期待に応えられるのは、俺の知る中じゃ、お前しかいない。
ちょっと⾏って、話を聞いてやってほしい。
最近増えている不審者の調査に協⼒してほしいそうだ。おおかたメルヴィブ提督に反抗する海賊だろうよ。
……時代に取り残された者ってわけだ。
まるで俺のオヤ……いや、こっちの話だ。さあ、警備隊⻑ギムトータのところへ⾏ってやってくれ。
彼⼥なら、エーテライトの近くにいるぞ。

： よく来てくれた。君が、アートビルムが誉めていた冒険者か。すでに彼から聞いているだろうが、最近、不審者が多くてな。
今も、不審な海賊の目撃報告を受けたばかりだ。
⿊渦団に反発する海賊は、いまだ多いからな……。そんな輩が、新造船「ヴィクトリー号」を狙ってくる可能性があるのだ。
君を⾒込んで、怪しい海賊の捜査に協⼒してほしい。海賊が目撃されたのは、「ニメーヤの秘石」付近だ。
詳しくは、裏門を護る「カ・ナンゴ」に尋ねるといい。

： 捜査のご協⼒、感謝します。目撃証⾔があった「ニメーヤの秘石」は、ここから南東へ、道なりに進んだ岬にあります。
「不審な海賊」を発⾒したならば、声をかけてみてください。くれぐれも、ご注意を。

： ……邪魔するな。せっかくの前祝いが、台無しだ。

： 痛い目⾒たくないなら、今すぐ⽴ち去りな！

アートビルム 

ギムトータ大甲⼠

カ・ナンゴ⼆等甲兵

海賊の手下

海賊の手下

造船廠を刺す眼光



： 怪しい奴たぁ、ゴアイサツだな。ワシらは海賊だぞ？ どこで酒盛りしようが、ワシらの勝手だ。
ったく、つまらん話をしてくれたもんだ。せっかくの酒がまずくなるんだよ、オメーらみたいなのと話してるとな。
……ようやく息⼦を奪い返す算段がついて、こっちは上機嫌だったってのに……。
ああ胸クソ悪い、場所を変えて飲み直しだ！

： やはり海賊がいたのか……。確認するが、息⼦を取り返すと⾔っていたのだな？
……いったい住⼈の誰が、海賊に狙われているのだろう。急ぎ、特定しなければ。
 周囲の警戒も、強めておく必要があるな。何事もなければいいのだが……。

： まずいぞ……あんたにも何度か調べてもらった、不審な海賊どもの動きが、活発化している。
連中はどうも、この造船廠に忍び込もうとしているようだ。だとすれば、建造中の新造船を狙っている可能性がある。
リムサ・ロミンサの希望であるヴィクトリー号に、不届者どもの指⼀本触れさせてなるものか。
早急に犯⼈を捕縛せねば……！ ◇◇◇、お前にも協⼒してもらいたい。
腕が⽴つ、お前の助⼒なくして、この造船廠を守り抜くことはできないのだ。よろしく頼む。
現在、部下たちが不審な海賊の目撃報告をあげてきている。まずは、彼らから詳しい話を聞いてみてくれ。
正門を守る「ウルスヴィルスト」と、裏門を担当する「カ・ナンゴ」だ。
どちらから先に話を聞くかは、お前に任せよう。
「不審な海賊」を発⾒したら、声をかけるんだ。状況に変化があったら、私に報告してくれ。その後の、対応を検討したいのでな。

： 待っていたぞ、ギムトータ隊⻑の使いだな？ これまで、⼈手不⾜のせいで、不審者への対応が後手に回りがちでな。
お前のような腕の⽴つ冒険者が現れてくれてようやく、こちらも対策に本腰が入れられるよ。
件の怪しい奴は、「エンプティハート」近くの崖で佇んでいた。何か痕跡を残しているかもしれん。急いで調べてこい。

： ちっ、⾒つかったか。だが、⼀歩遅かったな。うちらの計画は、もう動き出したのさ！

： 不審な海賊を⾒つけてくれたか！
やはり、◇◇◇に協⼒を仰ぎ正解だった。
だが、「計画はもう動き出した」とは、いった何を企んでいる……！？

： た……大変です、隊⻑……っ！

： ど、どうしたというのだ、その傷はっ！？ 誰にやられた！？

： 不審者……いや、海賊が、この造船ドックに攻め込んできました……！ ⾃分は、不意を突かれて……！

： くっ、計画とは、このことだったかっ！？
おい、攻めてきた海賊の数は！？

： かなりの……⼈数でした。大量の爆発物を用意している……模様です……！

： 敵の動きが速い……！ ええい、なんということだ！
◇◇◇、聞いてのとおりだ。急ぎ、造船ドックへ向かい、侵入した海賊どもを食い止めてくれ！
私も、この者の処置を済ませ、すぐ後を追う。
頼んだぞ！

⿊渦団隊員

ギムトータ大甲⼠

ギムトータ大甲⼠

カ・ナンゴ⼆等甲兵

不審な海賊

怪しい海賊

ギムトータ大甲⼠

⿊渦団隊員

ギムトータ大甲⼠

⿊渦団隊員

ギムトータ大甲⼠

ヴィクトリー号炎上

ギムトータ大甲⼠



： ハッハッハァ！ こんなに上手くいくとはなぁ！ 薄気味悪りぃ奴らだったが、連中が⽴てた計画に乗って正解だったぜ！

： このクソオヤジ、ほどきやがれ！！

： うるせえ！ 大⼈しくしてろ、バカ息⼦が。
なぁに、すぐに済む……あとはそのいまいましい船を、爆弾で⽊っ端みじんにしてやりゃあ終わりだ。

： なぜ、そんなバカげたことを！？ このヴィクトリー号が、どれほど重要な船かわからんのか！？

： だからこそ壊すんだ！ 海賊稼業も継がずに飛び出した、バカ息⼦の目を覚まさせるためよ！！
ワシの……海賊の息⼦が造船師だと！？ よりによって⿊渦団の軍艦ときた！ 海賊を取り締まる片棒かつぐたあ、どういうこった！？

： 目を覚ますのは、あんただ！ もう、海賊が好き勝手できる時代じゃねぇ！

： 海賊の頭が、アートビルムの⽗親だったのか……

： すべては、この船があるのが悪いんだ！ こんな船、このアーツァフィンが、今すぐ粉々にしてやる！！

： ギムトータ、◇◇◇！このクソオヤジを倒して、ヴィクトリー号を守ってくれ！！

： オヤジ、やめてくれっ！？
：  狙った宝を物にするのが海賊だ！！
：  みんな、このクソ親⽗を止めてくれ！
： 任せておけ。◇◇◇、カ・ナンゴ、⾏くぞ！
： アーツァフィンよ、契約に基づき加勢する、ぞ！ 
： マムージャの傭兵だって！？ 
： 傭兵は任せろ、お前はアーツァフィンを倒せ！
： こうなったら、奥の手だ！
：  冒険者よ、心せよ 今の技でアーツァフィンの攻撃⼒が上がっているぞ！
：  ふっとびやがれっ！！ 
： みんな、すまねぇ、もうひと踏ん張りだ！

： ワシも……もうろくしたものだ。こんな冒険者ふぜいに倒されるとは……。

： オヤジ……！

： ヘッ……でかい船だな。でかくて……いまいましい船だ……。それを、お前が……！

アーツァフィン

アートビルム

アーツァフィン

アートビルム

アートビルム
ギムトータ大甲⼠

マムージャ・リーダー 
カ・ナンゴ⼆等甲兵

我執のアーツァフィン
カ・ナンゴ⼆等甲兵

我執のアーツァフィン
アートビルム

我執のアーツァフィン

アーツァフィン

アーツァフィン

アートビルム

アートビルム

ギムトータ大甲⼠

アーツァフィン

アートビルム

アーツァフィン

アートビルム

ギムトータ大甲⼠



： ……礼を⾔うぜ、◇◇◇。あんたがいなけりゃ、ヴィクトリー号は今頃どうなってたか……。
さあて……海賊どもが⼟⾜で踏み散らかしやがった、大事なドックを片付けねぇと！！
俺のとっちらかった頭の中もな。今回の件、オヤジのこと、少し整理してえ……。
だから悪い、しばらくひとりにしてくれねえか？
ギムトータにも、そう伝えておいてくれ。ついでに、俺からの謝罪と礼もな。

： やあ、今回は、ご苦労だった……多大な協⼒に感謝する。
お前が守ってくれたあの船は、大袈裟でなくリムサ・ロミンサの希望そのものだ。胸を張っていいぞ。
我々は、警備体制を⼀から⾒直さねばな……。このような事態を、再び起こさぬためにも。
……アートビルムについては、了解した。身内の不祥事だ、責任を感じるのもわかる。
ヤツが落ち着くまで、⾒守るとしよう。
だが、筆頭造船師のケジメのつけ方など、ただひとつ。ヴィクトリー号を⽴派に完成させることだけ……
ヤツもすぐに、この答えに思い当たるだろう。
そうそう、捕縛した海賊たちの身柄は、すでにイエロージャケットへ引き渡した。
彼らが、しばらくここで取り調べを⾏うそうだ。
ただ、身柄引き渡しの前の調査で、奇妙なものが⾒つかってな……よければ、お前に私の話を聞いてほしいのだ。

： ◇◇◇。君を⾒込んで、頼みたいことがある。
ヴィクトリー号の爆破を主導していたアーツァフィンの所持品を確認したところ、⼀通の書簡を⾒つけたのだ。
この書簡には、まるで暗号のような……奇妙な⽂字がつづられていてな。
重要な機密が書かれている可能性が高いが、解読できる者がここにはいなかった。
イエロージャケットの者がいうには、この手の解読に関しては、いつもバデロンに協⼒を仰いでいるそうだ。
そこで、この「怪しい書簡」を溺れた海豚亭の「バデロン」へ届けてほしい。よろしく頼んだぞ。

： よう、◆◆◆。モラビー造船廠じゃ、大活躍だったそうじゃないか。
アートビルムから話は聞いたぜ。奴も⽗親のせいで災難だったが……。なんにせよ、ヴィクトリー号の爆破を事前に防げたんだ。
俺からも、礼を⾔わせてもらおう。ありがとうな！
おまえさんも、すっかり、リムサ・ロミンサに慣れたようだな。これからも……。
……おや、なんだって？俺に頼み事だって？
……奇妙な⽂字を解読できる⼈物ねぇ。いったい、どんな⽂字なんだ？ その書簡とやらを⾒せてみろ。
これは……。
この⽂字を解読できる⼈物に心当たりがある。……この俺だ。
◆◆◆。……いや、もう余所余所しいのは止めよう。おまえさんは俺たちの仲間だ。
◇◇◇。おまえさんの腕を⾒込んで頼みたいことがある。
この書簡には、重要なことが書かれていてな……。ちと厄介なことになるかもしれない。
準備ができたら、声をかけてくれ。

ギムトータ大甲⼠

バデロン

アートビルム

ギムトータ大甲⼠

蒼き刺⻘の男たち



： よかった、引き受けてくれるんだな。実はな……。
俺は昔、流しの傭兵をやってたことがあってな……。敵の動きを知るために、奪った書類を解読して、情報を得ていたもんさ。
書類に書かれている⽂字……。こいつは俺が、かつて何度も刃を交えた敵、蛮族「サハギン族」の⽂字だ。
問題は、その内容だ。……この書類には、ヴィクトリー号爆破の時間や、作戦内容が指定されている。
「⻄ラノシア」で騒ぎを起こす。その間、指定した時間にヴィクトリー号を爆破するように……とな。
つまり、先の「ヴィクトリー号爆破未遂事件」は、何者かに指示されていたってことだ。
しかし、指定された時間より、随分前に事は起こっている。おまえさんたちが調査し始めて、焦ったんだろうな……。
案の定、作戦は失敗し、未遂に終わった。
アートビルムの⽗親に資⾦を提供していたという、蒼き入れ墨の男たち……。……もしや「海蛇の舌」の奴らか。
そうか……わかったぜ！ これは、奴らの作戦の⼀端だ。
サハギン族のことだ、裏で何か企んでいるに違いない。……指定されていた時間に、「海蛇の舌」の奴らを使って、
別の場所を襲わせるつもりだったんだ。
「⻄ラノシア」での騒ぎ……。読めたぞ……本命は「スウィフトパーチ入植地」だ！ 急がないとヤバイぜ。
サハギン⽂字を翻訳したメモを用意した。
これを、コーラルタワーにいる、イエロージャケットのレイナー司令に渡して、状況を伝えてくれないか。
そして、おまえさんの⼒を貸してほしい。下手すりゃ、リムサ・ロミンサの未来に関わることだ。……よろしく頼んだぜ。

： 君が噂の冒険者か。私が、イエロージャケットの司令、レイナー・ハンスレッドだ。
ヴィクトリー号爆破未遂事件は聞いている。よくやってくれたな！ ……して、今日は何の用かな？
バデロンからの急ぎの連絡だと？冒険者ギルドから要件とは、穏やかではないな。いったい、どんな用件なのだ？
なんだと！？ 「海蛇の舌」が「スウィフトパーチ入植地」を襲うだと？ これは本当なのか？
なんということだ……。バデロンの推測に間違いはないだろう。
リムサ・ロミンサの警備を担うイエロージャケットとして、放っておけぬ事態だ！
しかし「スウィフトパーチ入植地」が本命とは限らん。サハギン族を抑えている南北防波壁の可能性も⼗分に……。

： レイナー隊⻑！

： 何事だ！

： た、大変です！ 南北防波壁にて、サハギン族が攻勢に出た模様！ イエロージャケットにも支援要請が届いています！

： ここに来てサハギン族だと？ ええい、何が起きているというのだ……。
こんな時、「光の戦⼠たち」が居てくれれば。……いかんいかん。さっそくイエロージャケット本隊を現地へ……。
そうか……。「海蛇の舌」は、サハギン族と手を結んだ海賊だ。
となると、南北防波壁を襲ったサハギン族も陽動……？ やはり、本命は「スウィフトパーチ入植地」なのか！？
◆◆◆よ……。君の⼒を貸してほしい。「スウィフトパーチ入植地」に急ぎ、ともに戦ってくれ！

： レイナー隊⻑からの伝令で増援が来るとは聞いていたが、まさか君だとは！すっかりたくましくなって！ ⾒ちがえたよ！
この場所……スウィフトパーチは、リムサ・ロミンサの⺠が第七霊災による被害や
度重なる困難にもめげずに、復興させた集落なんだ。
そう、我々の役目は⺠の不屈の精神を守ること！ この戦い、けっして負けられないぞ！ 君も肝に銘じておいてくれ！

： 来たぞ、海賊だ！

： チッ、なぜイエロージャケットどもが居るんだ！？ さては、あの野郎しくじりやがったな……。
どうする？ ⼀旦引いて、サハギン族の増援を待つか？

：  へっ、構うことはねぇ！
いいか、住⺠は殺すんじゃねぇぞ！ こいつらは、リヴァイアサン様に捧げる、大事な⼟産だからな！
……その代わり、イエロージャケットどもは皆殺しだ！ お前ら！「海蛇の舌」の実⼒を⾒せてやれ！

イエロージャケット陸戦兵

スウィフトパーチで蠢く闇

バデロン

レイナー

イエロージャケット陸戦兵

レイナー

レイナー

リスフロー

グラスレール

海蛇の舌の甲板員

ベーンリス



： 「海蛇の舌」め……。こちらが本命だったな。
第⼀班、第⼆班は、住⺠を護れ！第三班は後方支援！
第四班以下は、奴らをここで食い止める！ レイナー隊⻑に吉報を持って帰るぞ！

： オー！

： ヒーハー！！ 全員まとめてぶち殺してやるぜ！

リスフロー

イエロージャケット陸戦兵たち

ベーンリス



： 「海蛇の舌」をせん滅せよ！ イエロージャケットの⼒を⾒せてやれ！
： おお！ やってやるぞ！ 冒険者よ、雑魚から片付けるぞ！
： 増援だと！？ 押されているのか！？
： ここまでか……。
： ええい、小賢しい奴らめ……！ こうなったら、天使いの秘術を使う！

出よ、深淵に棲みし異形の者よ！ 我の⾔葉に従い、奴らを蹴散らせ！
： 依代も無しに妖異を召喚しただと！？ 持ちこたえろ！
： もう少しだ！ 総員、気合を入れろ！

： 大方片付いたようだな。
我々は、周辺に潜んでいる残党を狩りにいく。この辺りにも、まだ潜んでいるかもしれん。気を付けてな。

： なるほど、それが⼒の理由か……。どうりで石⼈形ごときではかなわぬはずだ。
しかし……！ これはどうかな？
⽰せ、創世の理の嘆き声よ。空虚に有りし夾雑の御霊を呼び出さん……。出よ、深淵の悍魂よ！
貴様は危険な存在だ。ここで芽を摘んでおくとしよう。

：  死ぬがいい……穢れた⼒を持つものよ！
： ハハハッ！ その猛毒で、もがき苦しむがいい！
： ここまでの⼒とは……！？
：  間に合ったわね！ 手伝うわ！
： チッ……邪魔が入ったか……。構わん、まとめて葬ってやる！
：  貴様の⼒は⼀体！？
： いけるわ！ よし、⼀気に叩くわよ！

：  我ら「天使い」の……秘術が……。……打ち破られるとは……。

： 天使い（あまつかい）ですって？ ……そうだったのね。
混乱の創造主「天使い」。いえ、伝承に沿って「アシエン」と呼ぶべきか……。実在していただなんて。
蛮族の陰にアシエン有り、という情報は本当だったのね。
それが、シャーレアンから来た目的か……ですって？ なぜ、私が異邦の……。シャーレアンの⺠だと解ったのかしら？
……いえ、いいわ。あなた、やはり「あの⼒」を持っているようね。

仮面の魔道⼠

ヤ・シュトラ 

イエロージャケット陸戦兵たち

潮風のグラスレール
陸⼠ リスフロー

陸⼠ リスフロー

仮面の魔道⼠
ヤ・シュトラ 

溺没のベーンリス

陸⼠ リスフロー
潮風のグラスレール

リスフロー

仮面の魔道⼠

仮面の魔道⼠
仮面の魔道⼠
仮面の魔道⼠

ヤ・シュトラ 
仮面の魔道⼠



： 大丈夫か！？ まさか、こんな奴まで潜んでいたとは……。
例の「⼈拐い」は「海蛇の舌」で間違いないだろう。そして、こいつが⿊幕だったってわけか。

： そんなところね。
嫌な気配を感じて来てみれば、こんなことになっていたなんて。……でも、お陰で収穫があったわ。

： 助かったぞ、冒険者！ 感謝する！
ご協⼒、感謝いたします、ヤ・シュトラ殿。「暁」の皆さまにも、よろしくお伝えください。

： これでリムサ・ロミンサを騒がせていた⼈拐い騒動も⼀段落かしら。
あなたは、奇妙な運命に巻き込まれたようね。詳しいことは、いずれ話すことになるでしょう。
今はまず、この事件の後始末が先。レイナー隊⻑に、よろしく伝えておいてね。

： 帰ってきたか、◆◆◆！ 無事で何よりだ！
君の活躍は伝令からも聞いている。イエロージャケットへの協⼒、心から礼を⾔うぞ！
◇◇◇ ◆◆◆。君は、実に良い腕、良い根性、良い目をしている。
いつかきっと名⽴たる冒険者になるだろう。イエロージャケットの隊⻑……レイナーが認めたのだ、間違いない。
バデロンの目に狂いは無かったということだ。メルウィブ提督も、さぞやお喜びになるだろう！
◆◆◆、君という冒険者に、個⼈的な興味がわいてきたぞ。こちらで、武勇伝など聞かせてもらえないだろうか？
実は、ヤ・シュトラ君とは、以前から協⼒関係にあってね。
今回の件も、イエロージャケットとともに彼⼥に動いてもらっていたんだ。
しかし、ヴィクトリー号爆破未遂事件といい、今回の件といい、君には本当に世話になりっぱなしだな。

： 提督！イエロージャケット陸戦兵

リスフロー

ヤ・シュトラ 

リスフロー

レイナー

ヤ・シュトラ 



： リムサ・ロミンサの⾸⻑、メルウィブ提督だ。

： 君が噂の冒険者か。なるほど、いい面構えをしている。
私は、メルウィブ・ブルーフィスウィンだ。
本日は、数々の働きの礼を⾔いにきた。海の都リムサ・ロミンサを代表し、感謝する。
これを、受け取ってくれたまえ。リムサ・ロミンサへ⼒を貸してくれている、せめてもの礼だ。
バデロンやレイナーから聞いていたよ。我が国へ、すばらしい冒険者が訪れたのだとな。
君を、ぜひ晩餐会に招待したい。
サハギン族の暗躍を、大事になる前に防いでくれたのだ。これくらいの礼は受け取ってもらわんとな。
では、待っているぞ。
それから……。これからも我々に⼒を貸してくれたまえ。君に、クリスタルの導きがあらんことを。

： まさか、⼀介の冒険者がメルウィブ提督の晩餐会に招かれるとは……
光栄の極みだな。我ら、提督に従う役⼈とて、そのような機会にあずかることは難しいというのに！
これまで君は、様々な仕事をこなしてきたはずだ。中には、つまらない仕事、苦しい仕事もあっただろう。
だが、それは今、報われたのだ！君の地道な⼀歩⼀歩が、⼈々を助けた結果だ！
……今はまだ、ピンとこないかな？ともかく、晩餐会は君の晴れ舞台になるんだ。それなりの格好をしなければならないぞ！
「溺れた海豚亭」のバデロンなら、この手の段取りをつける器量もあるだろう。事情を話して、手を貸してもらうといい。

： 晩餐会への招待をメルウィブ提督閣下ご本⼈から受けたんだって？
話を聞いたときは、エールを噴きだすとこだったぜ。この俺をここまで驚かせるとは、まったくたいした冒険者だよ、おまえさんは。
メルウィブ提督の晩餐会には、エオルゼアで⼀番とうたわれるレストラン「ビスマルク」の飯が出されるのが慣例だ。
タダで旨い飯が食える機会だ。その辺を駆け回って、限界まで腹を減らして来い。
 ……と⾔いたいとこだが、その前に、ナリを整えなきゃなるまいよ。
そんなナリでビスマルクの飯を食うのは無粋だぜ。まずは、ブルゲール商会のジャ・ナッシムを訪ねて、
淑⼥にしてくれって頼んでくるんだ。
心配しなくても、根回しは済んでる。ジャ・ナッシムから淑⼥の必需品を受け取ったら、
もう⼀度、ここへ戻ってこい。いいな？

レイナー

メルウィブ

紳⼠淑⼥の嗜み

レイナー

バデロン



： 淑⼥の必需品を受け取りに？ バデロンさんからのご用命ですね？
はいはい、ちゃんとご用意しておりますよ。どうぞ、こちらをお持ちください。
こちらは、あなたとリムサ・ロミンサのさらなる発展を願い、特別に⾒繕った品です。
きっとお気に召していただけると思いますよ。

： ちゃんと受け取ってこれたようだな。どれ、その箱を⾒せてみな。
淑⼥の必需品……それは「フェザーブーツ」だ。
成功者は、靴を⼀番にあつらえるっていうだろ？それはつまり、⾜元が定まってる奴は、正しく未来を⾒定めることができるってことさ。
おまえさんが、⾃分の夢へまっすぐ歩いていけるように。俺……いや、おまえさんの世話になったすべての奴らからのはなむけだ。
さて、これで準備は整った。心の準備も整ったら、また俺に話しかけな。晩餐会場への⾏き方を教えてやるからな。

： よしよし、心の準備もできたみたいだな。晩餐会のほうも、ちょうど始まる頃合いだ。
「フェザーブーツ」は、きちんと履いてるか？ただ持ってるだけじゃ、淑⼥とは⾔えねえぞ。
俺たちからの心づくしを無駄にしないでくれよな。
さて、肝心の晩餐会場はアドミラルブリッジの「作戦会議室」だ。
ブルワークホールのザントヘール甲軍曹って野郎に頼めば、作戦会議室まで案内してくれるだろう。
さあ、胸張って⾏ってきな。リムサ・ロミンサを救った英雄様の晴れ姿、ひとつ、皆々様に披露してこいや！

： ううむ……。「フェザーブーツ」を履いた冒険者……「フェザーブーツ」を履いた冒険者……
……っと、お前が履いているのは「フェザーブーツ」！ 話はバデロンから聞いているぞ！さあ、作戦会議室へ案内しよう！！

 ： 誇り高き海の⺠よ！
この冒険者は、リムサ・ロミンサのために魂揺さぶる働きで尽くしてくれた英雄だ！
英雄に、海洋と航海の⼥神リムレーンの祝福を！
顔に入れ墨のある者たち。奴らは蛮神「リヴァイアサン」に忠誠を誓った、海賊団「海蛇の舌」だ。
奴らは蛮神「リヴァイアサン」の信徒を増やすために、⼈拐いを繰り返していたようだ。
サハギン族は、⻑年、我らと敵対してきた蛮族……。その仇敵に、いいように使われるとは情けない。
君のお陰で、奴らの動きが解ったのだ。感謝しているぞ。

ブルゲール商会 ジャ・ナッシム

バデロン

ミズンマストの晩餐会

バデロン

ザントヘール甲軍曹

メルウィブ



：  その輝きは⼀体……？
これは……。もしや、光のクリスタル……！？

： これが……。

： あなた、前にクリスタルを⾒たと⾔っていたわね……。
光の意思に……。

： やはり、ヤ・シュトラ殿の推察どおり、君は「超える⼒」を持っているようだな……。
君の触れた存在。それは、おそらく⺟なるクリスタル……。マザークリスタルだ。
君は、⼀介の冒険者で終わらず、いずれは世界を左右する大物になるやもしれん。
そう、あの「光の戦⼠たち」のようにな……。
かつて、このエオルゼアには、蛮神と戦った者たちがいた。
その者たちは、エオルゼア諸国が「グランドカンパニー」を設⽴すると、その⼀員となり「ガレマール帝国」とも戦った。
世界を救うため、「エオルゼア同盟軍」の⼀員として、5年前の「カルテノーの戦い」にも参加していた。
しかし、カルテノーを最後に、その英雄たちは姿を消したのだ……。
残された⼈々は、英雄が⾃分たちのために、命を賭して戦ったことを覚えている。……確かに彼らはそこに居たのだ。
しかし、その名を⼝に出そうとすると、日に焼けた書物を読み上げることができぬよう声に出すことができず……。
その顔を思い出そうとすると、閃光の中にあるように、輪郭が影に包まれてしまう。
この不可思議な現象から、⼈々は英雄たちのことを「光の戦⼠たち」と呼ぶようになった。
光の意思に導かれた君を⾒ているとかつての英雄の話を思い出すよ。
……冒険者。そのクリスタルを大事にすることだ。
マザークリスタル……ハイデリンが、君にそれを持たせた意味……それが解るまではな。
君は星の声……ハイデリンの意思に、直接導かれたのだから。

メルウィブ

ヤ・シュトラ

ヤ・シュトラ

メルウィブ



（超える⼒）

： 不滅隊をもっと前に出せッ！
勝敗とは、早さと速さが別つのだ！ウルダハの兵（つわもの）たちよ、底⼒を⾒せてみよ！

： チッ、左陣が手薄だ！バラクーダの連中を回せ！
⿊渦団本隊と特殊陸戦隊は、その場を死守だ！

： 双蛇党の⽩狼隊を、⻩蛇隊の援護に回しなさい。
エオルゼアと帝国の戦いに、異邦⼈の冒険者も⼒を貸してくれているのです！誰ひとり死なせてはなりません！

： どうされた？カヌ・エ・センナ殿。

： いえ……。

： 狼狽えるな！この程度では、魔法障壁は破られはせん！

： : ⼀体、あそこに何が……？

ラウバーン

メルウィブ

カヌ・エ・センナ

メルウィブ

カヌ・エ・センナ

ラウバーン

カヌ・エ・センナ



： ブルホーンから、ブラッドソーン！ブラッドソーン隊？どうした、応答しろ！？
ええい！！

： ……ホーン。……ブルホーン……応答……願います！ こちら……マッドドッグ……！

： マッドドッグ？ ジャキス・ライダーか！？ こちらブルホーン、ラウバーンだ！無事か！？

： ……周囲を……炎で囲まれ……脱出不可能！あ れは……あのでかいやつは、⼀体何なんです！？ ……ぐあっ！

： どうした、マッドドッグ！？

： ……クソったれ！ 局⻑……！ ここはもうダメだ……こらえきれねぇ！！
……ぐあぁぁぁぁぁ！！

： マッドドッグ、応答しろッ！ ジャキス、クロビソア、返事をしろッ！
くそぉぉぉ！！ なんだというのだ、これはッ！

： バラクーダの連中にも、連絡は通じないのか？

： ダメです！ リンクシェルが使い物にならんのです！

： こちらはどうです？

： リンクシェル通信に妨害が発生している模様！ おそらく、あの化け物の影響です！

： 交信を続けなさい。出るまで呼び続けるのです。

： ハッ！

： メルウィブ提督、ラウバーン局⻑。限界でしょう……。残った兵を再編して撤収を。

： ルイゾワ殿を⾒捨てるわけにはいかんッ！

： 勝敗は早さと速さが別つ、のではないのですか！
もはや、この戦いに勝者も敗者もありません。今は⼀⼈でも多くの仲間の命を助けるべきです。
ルイゾワ様には我々が付きましょう。ですが、利益を顧みず戦っている、冒険者の隊だけでも！

： ⿊渦団全軍に通達。現時点をもって、すべての命令を無効とする。全隊、各個の判断で撤退せよ！
いいか、しんがりには本隊を付けろ。冒険者たち特殊陸戦隊を、優先して逃がせ！

： 不滅隊にも撤退指示をだせ！ ……何ッ？リンクシェルが使えないだぁ？
バカやろう！！ ⾜で回って伝えるんだよッ！ ⾏けッ！

： そう、これはもう戦いじゃない……。
衛星「ダラガブ」よりいでし、⿊き蛮神による虐殺だわ……。
暗く……悍ましい気配……。この状況でも強く感じるなんて。
撤収しつつ、ルイゾワ様の援護に回ります。各員、用意を！

ラウバーン

ラウバーン

リンクシェルからの声

ラウバーン

リンクシェルからの声

ラウバーン

リンクシェルからの声

ラウバーン

メルウィブ

⿊渦団通信兵

カヌ・エ・センナ

双蛇党通信兵

カヌ・エ・センナ

双蛇党通信兵

カヌ・エ・センナ

カヌ・エ・センナ

メルウィブ

ラウバーン

カヌ・エ・センナ



： 蛮神「バハムート」か……。再び、この⽬で⾒ることができようとはな。
久方ぶりの外界だというのに、よく動く……。
ほうっておけ。我々の気配を悟られようと、どうせ奴らには何もできん。
これは始まりだ。この星が「真の姿」を取り戻す、その日へのな。
フハハハハハハ！

（超える⼒終了）

？？？？



： よう、◇◇◇。気が付いたか？
おいおい、覚えてないのか？
おまえさんは晩餐会の会場でぶっ倒れたんだ。気を失っていてな。慌てて俺が宿まで運んだってわけさ。
ここのところ、事件に次ぐ事件だったからな。疲れていたのかもしれない。
もう大丈夫のようだな。俺も戻るとしよう。
 ……そうそう。メルウィブ提督が、おまえさんに、伝えたいことがあるそうだ。
今はアドミラルブリッジの「提督室」にいらっしゃるはずだ。ザントヘール甲軍曹に頼んで、通してもらいな。

： おお、◆◆◆ではないか。メルウィブ提督との謁⾒の件で来たのだろう？
さっそくアドミラルブリッジの「提督室」へ向かうか？

：  君か、待っていたぞ。具合はもういいようだな。
 実は……。冒険者の君に、頼みがあるのだ。この仕事を託せるのは、君しかいないのだよ……。

メルウィブ

バデロン

ザントヘール甲軍曹



： さっそく、詳しい話をしよう。少々⻑くなるが……時間は大丈夫かね？
これは私がしたためた、同盟国への親書だ。
第七霊災、そして「カルテノーの戦い」で、我々は多くの⺠、仲間を失った。
あれから5年。大地や⼈々の傷は、未だ癒えきってはいない。
我々のために命を賭して戦った、英雄「光の戦⼠たち」も、何処へと消えたまま……。
……だが、我々は前に進まなくてはならない。
エオルゼア諸国は、この5年を節目として、近く「カルテノー戦没者追悼式典」の開催を予定しているのだ。
この親書には、その式典にまつわる取り決めが書かれている。
私の代理として、リムサ・ロミンサの同盟国の盟主へ、この親書を届けてもらえないだろうか。
5年前の戦いに従軍した冒険者たちのように、君もまた、リムサ・ロミンサに尽くしてくれた。だからこそ、この任を任せたいのだ。
ありがとう。感謝する。
同盟国である「グリダニア」、そして「ウルダハ」は、リムサ・ロミンサから遠く離れた地にある。
移動への「⾜」には、これを使うと良いだろう。
リムサ・ロミンサ公認の「飛空艇搭乗許可証」だ。遠慮無く使うといい。
アドミラルブリッジに併設されている発着場から、同盟国間を⾏き来する「循環飛空便」に乗れる。
詳しいことは、バデロンに聞くとよいだろう。
この許可証は、本来そう簡単に渡せるものではないのだ。帝国の目を警戒し、飛空艇の便数も減っているからな。
しかし、君のリムサ・ロミンサでの活躍は認められるべき⾏い。
君の噂を聞いた「ある組織」から、ぜひにと推薦もあったのでな。
それに……。
君の持つ「可能性」に、私⾃身も期待してみたいと思ったのだよ。
リムサ・ロミンサの盟主として、我が国を代表して、冒険者へ伝える。
世界を渡り歩き、世界を⾒てくるといい。
不可能は⼈が作り出す。冒険者としての⾒識を深め、不可能を可能にする⼒を身に付けてくるのだ。
マザークリスタルに導かれし「超える⼒」を持つ、君にしかできないことが、きっとあるはずだからな。

： よう、帰ったか。メルウィブ提督には会えたのか？
それは本当なのか！？  メルウィブ提督の親書を、同盟国へ届けることを任されるだなんて。
おまえさんの活躍が、メルウィブ提督に……。リムサ・ロミンサに認められた証だぜ。
本当に良かったな。俺も⾃分のことのように嬉しいぜ！
おまえさんが、リムサ・ロミンサを訪れてくれたことを誇りに思う。
飛空艇搭乗許可証を手にしたということはおまえさんは、⼀介の冒険者でありながら、エオルゼア全⼟を旅する権利を得たということだ。
エオルゼアは広い。
同盟国である「森の都グリダニア」、そして「砂の都ウルダハ」。リムサ・ロミンサ以外にも、多くの⼈々が住んでいる。
それに、まだまだ未開の地も数多いんだ。
冒険者のおまえさんにとって、すばらしい体験が待っているはずだ。
だが、それだけじゃない……。
リムサ・ロミンサに限らず、どこの国も問題を抱えている。国家の内訌や、蛮族、蛮神のこと。
……嫌な場面に遭遇することもあるだろう。
それでも俺は……。おまえさんなら何かをやり遂げると思っている。
第七霊災から5年。⼈々は、ようやく前を向いて歩みはじめたんだ。
おまえさん⾃身の目で、しっかりと⾒てきな。この新しい世界を！

森都と砂都と

メルウィブ

バデロン



： こちらはハイウィンド飛空社、グリダニア⾏き循環飛空便の搭乗受付窓⼝となっております。
……これは◇◇◇ ◆◆◆様！ メルウィブ提督より承っております。ご苦労さまです！ さっそく、ご搭乗の手続きをされますか？

： ハイウィンド飛空社、グリダニア⾏き循環飛空便。定刻とおり、まもなく離陸いたします。

： がんばってこいよ。
いつの日か、おまえさんの名⾃体が、英雄の意味を成すと信じているぜ。
クリスタルの導きがあらんことを……。

搭乗窓⼝ 
リ・ノフロ

飛空社職員

バデロン



同日 午前2:32－－

東ラノシア
ガレマール帝国拠点 カストルム・オクシデンス

あの屈辱は 15年前か……

最大最強の飛空戦艦「アグリウス」率いる
大艦隊による電撃的侵攻作戦

この⼀手で モードゥナの銀泪湖を抑えることで
エオルゼア併合を確かなものとするはずだった

だが 常勝無敗の我が艦隊の前に現れたのは
天を覆い尽くさんばかりのドラゴンの群れ……

そこで現出せし 幻⿓「ミドガルズオルム」

相打つ形で仕留めたものの アグリウスは墜ち
我らは軍を退かざるを得なかった

： エオルゼア……。偽りの神が跳梁跋扈する銷魂の地……。
⼆度に渡り、帝国の攻勢を跳ねのけし、忌まわしき地……。
かくしてエオルゼア侵攻は停滞し、奴のような俗物の台頭を許すこととなった……。
そして、「メテオ計劃（けいかく）」ですら、「第七霊災」なる災厄を引き起こしただけに終わり、支配構造は何ひとつ変わっておらん。
不浄、不定、不測……。この世界は、あまりに狂っている。
救わねばならぬ……。我々が、愚かな⺠を未来へと導く。正しき支配と導きこそが、この地に平定をもたらすのだ。

： ガイウス閣下の御心のままに。

： なぁ……。ガイウス軍団⻑は、なんでエオルゼアに？

： 先日の閲兵式でも⾔っていただろ。大きな作戦があるんだってよ。

： でもよぉ、「カルテノーの戦い」から5年、本国は俺たちを放置してきたんだぜ？今更、何をやろうっていうのさ……。

： ガイウス閣下のご意向に、疑問でもあるのか？

： ネ、ネロ様！？

： お前、どこの生まれなンだ？

： ダルマスカであります！

： じ、⾃分はアラミゴであります……！

ミッドランダーの技術兵

？？？？

第XIV軍団の幹部たち

ミッドランダーの技術兵

ハイランダーの技術兵

ミッドランダーの技術兵

？？？？

ネロ

ダルマスカ⼈の技術兵

アラミゴ⼈の技術兵



： コードネームは「ハミングウェイ」。

： ッ！？

： ふぅん、やっぱりなぁ。
ケース58……。パラメキア諜報機関からの報告のとおりだぜ。

： ぐはっ……。

： 草だ、片付けとけ。……血もキレイにしとくンだぜ？

： ハ……、ハッ！

： オレの魔導技術が上だってこと……。思い知らせてやンよ、ガーロンド。

ネロ

アラミゴ⼈の技術兵

ネロ

アラミゴ⼈の技術兵

ネロ

ダルマスカ⼈の技術兵

ネロ



： リムサ・ロミンサからの使者の方ですね！ 森の都「グリダニア」へようこそ！ 「カヌ・エ様」がお待ちですよ！

： リムサ・ロミンサからの使者様とお⾒受けします。グリダニアにようこそいらっしゃいました。
カヌ・エ・センナ様が「不語仙の座卓」にてお待ちです。
まずは「旧市街」へおいでいただき、「豊穣神祭壇」に控えております道⼠にお声がけください。

： お待ちしておりました。
あなたがリムサ・ロミンサからの使者ですね。話は聞いています。
……冒険者。メルウィブ提督に、よほど信頼されているのですね。
こちらへどうぞ。
ようこそ。「森の都グリダニア」へ。

： この国のグランドカンパニー「双蛇党」の最高司令官、党⾸のカヌ・エ・センナです。
メルウィブ提督からのご用件を伺いましょう。
「カルテノー戦没者追悼式典」の取り決めについてですね。
あれから、5年ですか……。
事の発端は、北方の大国「ガレマール帝国」がこのエオルゼアに侵略戦争を仕掛けてきたことにあります。
帝国軍の「メテオ計劃（けいかく）」に対し、エオルゼアの都市国家群は、「グランドカンパニー」を創設して対抗しました。
そして5年前……我々、エオルゼア同盟軍は、帝国の野望を阻止すべく、カルテノー平原でガレマール帝国と戦ったのです。
敵将ネール配下の帝国軍第VII軍団と冒険者を加えたエオルゼア同盟軍との決戦でした。
これが「カルテノーの戦い」と呼ばれる戦（いくさ）です。
もっとも、その戦局は、到底「戦い」と呼べるものではありませんでした。……あなたも耳にしたことがあるでしょう。
カルテノーに現れた漆⿊の巨⿓……。古の蛮神「バハムート」が、すべてを焼き尽くしたのです。
結果、帝国軍第VII軍団は壊滅。エオルゼア同盟軍も、多大な被害を受けました。あの惨状は、とてもではありませんが名状し難い。
……しかし、私たちは生き延びました。理由は定かではありません。
全滅をも覚悟したとき、光に包まれたのです。神々しい光に……。あれこそが召喚された「⼗⼆神」の⼒だったのか……。
気が付いた時には、そこに蛮神「バハムート」の姿は無く、焼き尽くされたはずの大地も、様変わりをしていました。
「救世詩盟」の賢者ルイゾワさえ存命ならば、その理由もわかったのでしょうが……。
今となっては、真実を知るものは、もう居ません。
しかし、各国には甚大な被害が出ました。さらには、再び始まった蛮神騒ぎ……。
……私たちには、それを探求する余裕は無かったのです。
各国は、今もさまざまな問題を抱えています……。この状態が⻑引けば、この先の戦いに、耐えることはできないでしょう。
このエオルゼアは、現在もなお、帝国と戦争状態にあるのですから……。
⾚心の前に道は開ける……。
この追悼式典を契機に、3国の絆を、再び強固にする必要があるのかもしれません。
わかりました。メルウィブ提督の提案に賛同いたしましょう。あなたにも、その絆の楔となる役目をお願いします。
メルウィブ提督へは、私から直接返事をしておきます。
冒険者殿。あなたの次の目的地は、ウルダハですか？
でしたら、ラウバーン局⻑に伝えてください。カヌ・エが「よろしく」⾔っていたと。
この度の使者の任、ご苦労さまでした。

双蛇党の儀杖兵

退出窓⼝

？？？？

カヌ・エ・センナ



： こちらはハイウィンド飛空社、ウルダハ⾏き循環飛空便の搭乗受付窓⼝となっております。
◇◇◇ ◆◆◆様。次のご訪問先は「ウルダハ」となっております。さっそく、ご搭乗の手続きをされますか？

： リムサ・ロミンサからの使者の方ですね！ 砂の都「ウルダハ」へようこそ！ 「ラウバーン局⻑」がお待ちですよ！

： お待ちしておりました。リムサ・ロミンサからの使者様とお⾒受けいたします。
ラウバーン局⻑がお待ちです。ご⾜労ですが「政庁層」までお越しください。

： お前がリムサ・ロミンサからの使者か。話は聞いている。念のため御用を検めさせてもらうが、よろしいかな？
……たしかにメルウィブ提督の親書。局⻑の元へと案内しよう。さぁ、こちらへ。

搭乗窓⼝ 
リオンネレー

退出窓⼝

不滅隊の儀仗兵

バーソロミュー



： リムサ・ロミンサの使いという冒険者は貴様か？
実⼒のある者であれば、出⾃に囚われずに使う。メルウィブも、実利というものが解っておるな。

： 吾輩が「砂の都ウルダハ」のグランドカンパニー、「不滅隊」の最高司令官、ラウバーン・アルディンだ。
さて、要件を聞かせてもらおうか。
……例の、戦没者追悼式典の内容か。
貴様、このエオルゼアとガレマール帝国の状況を理解しているか？
ほう、カヌ・エに聞いたか。彼⼥も相変わらずだな。
カヌ・エに「よろしく」伝えろと⾔われたのだな？ ……そうか、わかった。
貴様も、そのガレマール帝国について、知っておいたほうがよいだろう。
ガレマール帝国……。この北方の大帝国も、つい50年前までは、北州の辺境国のひとつに過ぎなかったのだ。
しかし「魔導技術」によって北州を統⼀すると、今度はエオルゼアへの侵略戦争を仕掛けてきた。
ガレマール帝国は、現皇帝が⼀代で築き上げた国だが、その皇帝も齢80歳を超え、帝国内は今、跡継ぎ問題で揺れている。
天与の資質を持つ主導者だ。跡継ぎに失敗すれば、国が滅ぶ可能性すらある。先の戦い以降、帝国の動きが鈍いのはそれが理由だ。

： お陰で、エオルゼア諸国は、霊災被害からの復興に集中できているのですけどね。

： しかし、エオルゼア侵攻軍には、まだ帝国第XIV軍団が残っている。
軍団⻑、ガイウス・ヴァン・バエサル。その存在は確かに脅威ではあるが……。
ウルダハを始めとするエオルゼア諸国は、霊災からの復興で手⼀杯。帝国との戦いは後回しにしたいってのが本⾳だ。
それにエオルゼアの脅威は帝国だけではない。各国ともに、蛮族、蛮神問題を抱えている。
ある意味で、帝国と同じかもしれんな……。エオルゼア諸国は目下、管轄の蛮神対策を優先している。外へ目を向ける余裕が無い。
カヌ・エめ、「よろしく」とはな。
奴の放っていた草が刈られたと⾔うことか……。帝国に近く動きがあるやもしれぬ。
ガレマール帝国……帝国第XIV軍団が動けば、蛮神優先とも⾔っていられなくなるか。
そうだな。メルウィブの⾔うとおりかもしれん。
3国による追悼式典を催し、今⼀度、あの戦いを振り返るのもいいだろう。皆で⼀丸となるためにもな。

： ⼥王陛下と砂蠍衆への説明は、いかがいたしますか？

： ナナモ様は、こちらにいらしているはずだ。あとで吾輩からしておこう。

： わかりました。

： この件は了解した。リムサ・ロミンサには、こちらから報告しておく。
ご苦労だったな、冒険者。

ラウバーン

？？？？

ラウバーン

エリヌ・ロアユ大闘将

ラウバーン

エリヌ・ロアユ大闘将

ラウバーン

エリヌ・ロアユ大闘将



： ラウバーン局⻑との面会、お疲れさまでした。⾒事に大役を果たされた、その腕を⾒こんで、ひとつ、お頼みしたいことがあるのです。
以前、局⻑に従い、リムサ・ロミンサを表敬訪問したとき「バデロン」という⼈物の世話になりました。
彼が腕の⽴つ冒険者を探しているらしいのです。
貴公は、飛空艇で三国を⾃由に旅することができる身。今⼀度、リムサ・ロミンサに赴き、
溺れた海豚亭のバデロンの話を聞いてきてください。

： よう、いらっしゃい。空いてる席に座ってくんな！ ……っと、客じゃないようだな。
冒険者が来ると連絡を受けていたが……。誰かと思えば、まさか、おまえさんとはな！
ハッハッハ、こいつは頼もしい。◇◇◇。おまえさんが来てくれたのなら、心配はいらないな。
ちょっと、やっかい事を頼まれてほしくてな。準備ができたら、声をかけてくれよ。

海都で待つ仕事

バデロン

バーソロミュー


